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CEO メッセージ

本業を通じた社会への貢献、
それが私たちのCSRです。

　野村グループは、投資という本業を通じて社会貢献をしていく

こと、豊かな社会の創造に貢献していくことを事業の目的としてお

ります。同時に「顧客とともに栄える」という言葉を常に念頭にお

いております。私は野村グループのCSR活動とはまさにこの事業

目的の実現にあると考えており、特に以下の5つの視点から野村

グループらしいCSR活動を進めております。

1.「お客さま目線」での事業展開

　野村グループでは、「お客さま目線」をキーワードとして事業の

再編成を開始しました。

　昨年秋以降の一連の世界的な金融危機は、いわゆるレバレッ

ジ主導の金融モデルを終焉させると同時に、多くの金融機関や

国家までもが深刻な被害を受けることとなりました。野村グループ

もこうした環境の下、平成21年3月期決算において損失を計上

するに至りました。今回の損失の原因は世界的な金融危機問題

にありましたが、一方で、当社のビジネスにおいて自己勘定など

の取引が増加していたことも損失を拡大させた要因であると考え

ています。

　この反省をもとに、そのような取引等の整理を進めるとともに、

あらためてお客さまに真に向き合った商品やサービスとは何かを

徹底して追求し、提供してまいります。

　私は社員に対して「お客さまに対しては鏡を見ている様に接す

るように」と言っております。お客さまが自分をどう見ているのか、

何を望み、何を期待しているのかを考えながら接しなければなら

ないという意味です。お客さまが野村グループに望むものは、老

後に備えた蓄えのための投資から、株式の公開（IPO）、M＆Aに

至るまで多種多様です。それぞれのニーズに対して「お客さま目

線」に立った適切なソリューションをご提供し、市場や投資に関す

ることであれば何でも野村に聞いてみることで解決できると思っ

て頂ける、まさに「それ、野村に聞いてみよう」と信頼頂けるよう努

力を続けてまいります。

2.金融・経済教育への支援

　私は日頃から、金融や投資の本質について、より多くの人々に

適切な形で理解して頂きたいと考えています。正しい金融知識、

リテラシーを身につけ、資産形成の一助として頂きたいと考えて、

野村グループでは社員らが、積極的に参画して、金融・経済教育

への支援を行っています。小中学校から大学までの様々な場面

や年代に合わせた教材の提供や講師の派遣を通じて、経済の

仕組みをはじめ金融に対する知識を学んで頂ければと考えてい

ます。同時に生涯教育としての取り組みも行っています。社会人

の方に、それぞれのライフステージに応じた知識を取得して頂くこ

とで、より豊かな生活をかなえて頂きたいと思うからです。

3.グローバル化の進展と豊かな社会の創造

　しばしば、「日本はグローバル化からたち遅れている」といった

指摘をされる方がいますが、私はそうは考えていません。企業に

しても、それぞれの家庭においても世界は意外と身近なところに
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存在しています。私たち金融や証券の分野においても同様です。

現に野村グループで扱っている商品やサービスの多くが外国製、

つまり外国の金融機関によって組成されていることが少なくありま

せん。しかし、一方で野村グループの展開としてどうであったかと

問われれば、正直なところ一歩後れを取っているのではないかと

考えています。日本が本来持つ経済力に匹敵するだけのプレゼ

ンスを金融の分野で見せているかと問われれば、我々は更なる

努力が必要でしょう。

　今回野村グループはリーマン・ブラザーズのアジア及びヨー

ロッパにおける人的資産を承継しました。これに伴い、8,000人

の旧リーマンの社員が新

たに野村グループの一員

となりました。私は、これ

を野村グループの次なる

成長への必要な投資と捉

えています。昨年の社長

就任以来「ワールドクラス

の競争力を備えた金融

サービスグループを目指

す」を経営ビジョンの一つ

として掲げてきました。今

回のリーマン・ブラザーズ

の承継はこのビジョンの

実現を近づける大きな原動力になると考えています。

4.多様性：社員の能力・適性を活かす

　今回野村グループは旧リーマンの社員8,000人を受け入れた

わけですが、それまでも4,000人近い外国籍の社員が働いてきま

した。多様性という点から見れば、すでに相当の部分まで進んで

いたと言えます。また、多くの国籍の社員が存在するように、多く

の異なった特性や能力を持った社員が存在します。これらの異

なった個性を活かし、適性や希望に合わせ、自己実現の場を提

供し処遇していく人事評価制度を整えています。こうした基盤整

備が、結果として、多様なニーズをお持ちの多様なお客さまに応

える近道となると考えています。金融サービスグループである野

村にとって、人材こそが事業を進める上での財産なのです。

5.社会の声を聞き、先んじていく経営

　私は、意思決定をする際に常に考慮していることがあります。

まず私が就任以来様々な場面で申し上げている3つのキーワー

ド、すなわち「変化を作る」「ワールドクラス」「スピード」というもの

です。そして、更にもう一つ挙げるとすると、「社会の声を聞く」と

いうことです。

　野村グループは委員会設置会社であり、現在12名の取締役

のうち社外より6名の方を迎えています。そのうち、法務・会計の

専門家の方を除く4名は、製造業の経営者の方です。製造業の

方に取締役会に入って頂いた理由として、我々金融業界にいる

ものに欠けがちな「もの作

り」の視点からの助言を

頂きたいということが挙げ

られます。これは多様性と

もつながってくることです

が、異なる分野に携わら

れている人々の声を聞くこ

とで、新たな発見を得るこ

とができるとともに、自分

たちでは気づきにくい潜

在的なリスクの発見に繋

げることができると考えて

います。

　同様に、例えば、NGOやNPOを含む社会の様々な考え方や

情報に感度を合わせ、声を聞いていく努力も普段から続けていく

べきです。そして、社会的な合意の下で一番よいものは何かを速

やかに察知し、意思決定に繋げていく必要があると考えています。

　そのためには基本理念を明確にして統一を図った上で、大い

に議論を戦わして、コミュニケーションを増やし目的を共有してい

くことが大切なのではないでしょうか。同時に、日常の意思決定

権限を現場レベルへ委譲していくことが大切です。それぞれの現

場にいる社員が自分たちの理念を持ち、社会の声を聞きながら

提案して議論を重ねて、社会のニーズを先んずる商品やサービス

をご提供していく。この活動の繰り返しを通じて、お客さまからも、

そして社会からも信頼して頂ける野村グループを目指し尽力して

まいります。
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◦お客さま
お客さまは、野村グループと取引を行
っている、個人投資家、機関投資家、
法人のほか、金融資本市場に参加す
るすべてのステークホルダーです。野
村グループは、お客さまのニーズに基
づいた、ワールドクラスの品質を備えた
商品・サービスの提供を通じて、お客
さまに価値を提供しています。

◦株主・投資家
株主・投資家は、野村グループに事業
資金を提供している、個人株主、機関
投資家、債権者などのステークホルダ
ーです。野村グループは、企業情報の
適時・適切な開示と、持続的な事業成
長による利益還元を通じて、株主・投
資家に価値を提供しています。

◦社員
社員は、野村グループの世界各地の
拠点で事業活動を担い付加価値を創
造しているステークホルダーです。野
村グループは、多様な社員が能力を
最大限に発揮できる環境づくりと人材
育成、および適正な報酬を通じて、社
員に価値を提供しています。

◦◦社会／環境
社会や環境は、野村グループが事業
活動により影響を与える対象である一
方、投資対象として金融資本市場を
支え、構成するステークホルダーです。
野村グループは、事業活動に伴う影響
への配慮と、投資による社会の発展や
環境問題の解決を通じて、豊かな社
会の創造に貢献しています。

野村グループはさまざまなステークホルダーに支えられながら事

業活動を行い、そして投資という資金循環を通じてさまざまなス

テークホルダーに価値を提供しています。

野村グループの成長と、ステークホルダーの価値向上が、持続

的に循環していく良好な関係を築き、さらなる信頼の向上を目指

していきたいと考えています。

野村グループとステークホルダー

社員の主体的な能力の発揮

多様な人材の融合と多様な働き方の支援

社員の健康と安全への配慮

人権の尊重

環境保全活動の推進

環境問題解決に向けた事業活動

環境情報の開示

情報開示

アニュアルレポート

金融・経済教育の普及　

地域・社会貢献活動　

社会的課題の解決に向けた事業活動

お客さま

環境社会

株主・
投資家 社員

顧客重視のマネジメントの推進　

情報の提供と共有　

市場・顧客の多様性への対応

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス　

情報セキュリティ体制

危機管理体制
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野村グループ社名一覧  （2009年7月1日現在）

グループ概要

野村ホールディングス株式会社

主な子会社

日本
野村證券株式会社　

野村アセットマネジメント株式会社

野村信託銀行株式会社

野村バブコックアンドブラウン株式会社

野村インベスター・リレーションズ株式会社

野村プリンシパル・ファイナンス株式会社

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社

野村年金サポート＆サービス株式会社

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社

野村ビジネスサービス株式会社

野村ファシリティーズ株式会社

株式会社野村資本市場研究所

ジョインベスト証券株式会社

野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社

株式会社プライベート・エクイティ・ファンド・リサーチ・アンド・インベストメンツ

アメリカ
Nomura Holding America Inc.

　Nomura Securities International Inc.

　Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.

　Nomura Derivative Products Inc.

　Nomura America Mortgage Finance LLC

　Nomura Fund Research and Technology America Inc.

　Nomura International Trust Company

　Nomura Securities （Bermuda） LTD.

　Nomura Canada Inc.

Nomura Realty Advisors, Inc.

Nomura Financial Holding America LLC

　Nomura Global Financial Products Inc.

Instinet Incorporated

ヨーロッパ＆中東
Nomura Europe Holdings PLC

　Nomura International PLC

　Nomura Code Securities LTD.

　Nomura Bank International PLC

　Banque Nomura France

　Nomura Banque （Luxembourg） S.A.

　Nomura Bank （Deutschland） GmbH

　Nomura Bank （Switzerland） LTD.

　Nomura Italia S.I.M.p.A.

　Nomura Netherland N.V.

　OOO Nomura

　Nomura Sweden AB

　Nomura Investment Banking （Middle East） B.S.C.

　Nomura Saudi Arabia

　Nomura （CIS） Limited

　Nomura Corporate Advisory （Central Europe） Private Company 

Limited

　Nomura Corporate Advisory （Central & Eastern Europe） 

Sp.z.o.o.

　Nomura Istanbul Corporate Advisory Services AS

Nomura Funding Facility Corporation Ltd.

Nomura Global Funding PLC

Nomura Europe Finance N.V.

Nomura Principal Investment PLC

Nomura Capital Markets PLC

Nomura Structured Holdings Plc

Nomura European Investment Limited

アジア・パシフィック
Nomura Asia Holding N.V.

　Nomura International （Hong Kong） LIMITED

　Nomura Futures （Hong Kong） LIMITED

　Nomura Securities （Hong Kong） LIMITED

　Nomura Asia Ltd

　Nomura Singapore LIMITED

　Nomura Securities Singapore Pte. Ltd.

　Nomura Commodities Singapore Pte. Ltd.

　Nomura Malaysia Sdh. Bhd

　Nomura Securities Malysia Sdh.Bhd

　Nomura Australia LIMITED

　Nomura Securities Philippines, Inc.

　P.T. Nomura Indonesia

Capital Nomura Securities Public Company Limited

Nomura Financial Advisory and Securities （India） Private Limited

Nomura Corporate Advisory （Shanghai） Co., Ltd.

Nomura Asia Investment （India Powai） Pte. Ltd

　Nomura Services India Private Limited



6 CSR REPORT 2009

CSR報告に関する基本的な考え方

CSRに関する情報は、以下の媒体でご紹介しています
　今回のCSRレポートでは、3つのキーワー

ド「顧客目線」、「多様性」、「豊かな社会の

創造」、を軸にレポーティングを行いました。

これらは、2007年度に実施した重要性測

定分析を更に深くビジネスの観点から捉え、

野村グループにとって特に重要な要素とし

たものです。

　この3つの要素を軸に、各章では従来同

様にステークホルダーごとに、当社の取り組

みについて紹介しました。各章の冒頭では

今年度のハイライトをトピックスとして取り上

げており、お客さま目線で部門やリージョン

を越えて連携し、ワールドクラスのサービス

や商品を提供している野村グループの姿や、

野村におけるダイバーシティについての社員

ダイアログの様子について紹介しています。

　野村グループのCSRの取り組みを、構

造的かつ解りやすくお伝えするために、今

回初めての試みとして、報告の媒体をPDF

版およびWEB版による詳細報告と、別冊の

CSRミニブックによる要点を絞った報告とい

う形に分けて発信しております。

　これらの媒体をもとに、これからもステー

クホルダーのみなさまとの対話を積極的に

行いながら、社会の持続可能な発展と野村

グループの成長に向けた活動の展開につ

なげていきたいと考えております。

編集方針

野村グループにとっての重要性

PDF版で報告

WEB版で報告

社
会
に
と
っ
て
の
重
要
性

CSR WEB サイト
CSRレポート2009（PDF）に加え、年間を通して最
新のニュースや補足・関連情報を掲載しています。

CSRミニブック
「投資を通じた社会への貢献」に向けた
野村グループの姿勢をわかりやすくお
伝えしています。

所在地
野村ホールディングス株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
〒103-8645
Tel.03-5255-1000（大代表）

設　立
1925年（大正14年）12月25日

資本金
3,218億円

（2009年3月31日現在）

事業内容
金融サービスに関連する業務

報告期間
2008年4月1日～2009年3月31日

（一部期間外の情報を含みます）

報告書発行月
2009年8月

前回発行月
2008年8月

次回発行予定
2010年7月

報告組織範囲
野村ホールディングス株式会社および
野村グループ

（ただし、一部グループ会社単独に関する情報を掲載し
ており、報告対象は本文中に明記しています。）

参考ガイドライン
「GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン
（2006年版）」※対照表はWebに掲載しています
環境省「環境報告ガイドライン2007年版」

問い合わせ
コーポレート・シティズンシップ推進室
東京都千代田区大手町2-1-1
大手町野村ビル
電話03-5255-1000（大代表）
FAX03-3278-0687
e-mail:csr@jp.nomura.com

参加諸団体
野村グループは、経済団体、業界団体などに参加
し、積極的に活動しています。
社団法人日本経済団体連合会
日本証券業協会
社団法人投資信託協会
社団法人日本証券投資顧問業協会
社団法人金融先物取引業協会

報告概要

野村グループのCSRに関して、「社会にとっての
重要性」および「野村グループにとっての重要性」
の2つの側面から重要性の高い事項を報告して
います。

（重要性測定プロセスについてはP10をご参照ください）

野村ホールディングス
CSRレポート 2009（本誌）

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



野村グループのCSR

CSR of 
Nomura Group 

創業者二代野村徳七が説いた「証券報国こそは野村證券の職域奉公の実

体にして、あくまでもこれを貫徹すべく」という言葉のとおり、「あらゆる投資に

関して最高のサービスを提供する」という事業活動を通じて社会とともに持続

的な成長を果たすことが、野村グループの社会的責任です。投資を通じて実

体経済に貢献し、資金循環を通じてさまざまなステークホルダーに価値を提

供していくことが、野村グループが果たすべき使命と考えています。

CSR体制
⇒ P8

CSRマネジメント
⇒ P9

CSRコミュニケーション
⇒ P14

1.

2.

3.

CSR REPORT 2009�
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1. CSR体制

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/

CSR推進体制図

　野村グループのCSR体制は、CSR委員会をCSR推進の中核に置き、事務局組織としてコーポレー

ト・シティズンシップ推進室（CC推進室）を設置しています。

　CSR委員会は、経営レベルでCSRを推進することを目的として2008年度に立ち上げた組織であり、

執行役副社長（COO）を委員長とし、野村グループの役員5名から構成される委員会です。2008年

度は、3回のCSR委員会が開催され、それぞれ「野村グループのCSRの現状と課題」、「野村グルー

プのCSRプログラム」、「金融経済教育の推進」、「CSR活動の中期目標」といったテーマで話し合い

が行われました。

　CC推進室は、グループ包括的にCSR活動を効果的に推進することを目的として2006年度に設置

された組織です。グループ各社・各部門が事業活動に沿ったCSR活動を主体的に展開できるように、

グローバルで連携し、情報提供や教育研修を含めた各種サポートを通じて、グループ内CSRマネジ

メントプロセスの構築を進めています。同時に社外への情報発信、ステークホルダーとのコミュニケー

ションを通じて、ステークホルダーの期待や要請に適確に対応できる組織運営を図っています。

CSR委員会開催概要（2008年度）

第1回議題
・野村グループのCSRの現状と課題
・社内外のグッドプラクティス

第2回議題
・野村グループのCSRプログラム
・金融経済教育の推進
・環境施策

第3回議題
・CSR活動の中期目標
　（環境・金融経済教育・文化芸術支援・ダイバーシティ）

委員長
副社長
（COO）

CSR委員会

CSR委員会
事務局

CC推進室
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2008年度2007年度

2. CSRマネジメント

重要性特定プロセスとグループ内マネジメントの発展

　野村グループでは、CSRを「本業を通じて社会に貢献していくこと」と捉え、経営および事業プロセ

スに組み込む施策を段階的に進めてきました。

　社会の変化を適確に捉え、ステークホルダーの期待や要請に対応していくことは、今日の企業経営

においてますます重要な要素になってきていると認識しています。

　その観点から、CSRマネジメントの側面では、「社会の視点」と「自社の視点」から課題を捉える「重

要性特定」のアプローチを取り入れ、PDCAサイクルの構築に繋げています。

2006年度

CSR
アンケート

CSR活動に関し、グル
ープ横断的に60名の
社員を対象に意識調
査を行いました。「顧客」
「社員」「株主・投資家」
「競合他社」「地域社
会」および「コンプライ
アンス」の項目に関す
る調査から強みと課題
を整理しました。

社員
ダイアログ

顧客志向をテーマに、
グループ横断的に12
名の社員によるディス
カッションを行いました。
多様化する顧客ニーズ
に応えるために、社員
のプロフェッショナリズ
ムと多様性が重要な要
素であることを確認しま
した。

グループ内
CSRミーティング

重要性の深掘りにあた
り、CSR各領域の所掌
部門とのミーティングを
行いました。ミーティン
グを通じて、事業活動
に沿った課題と目標の
認識を共有し、具体的
行動に繋げていきます。

ダイバーシティを
テーマとした
グループ内
ダイアログ

野村グループのグロー
バル拠点間で、多様性
の推進をテーマとした
ダイアログを行いまし
た。ワールドクラス、プ
ロフェッショナリズムに
繋がる多様性のあり方
に関しディスカッション
を実施しました。

グループ内
CSRヒアリング

重要性の測定にあたり、
CSR活動を担う各関
連部門の責任者に対
するヒアリングを行いま
した。ヒアリングを通じ
て、各部門がCSR課題
の重要性を主体的に
把握するとともに、部門
横断的な認識の共有
化を図りました。

ミッション・
ステートメント、
行動指針の制定

「創業の精神」を拠りど
ころとして、野村グルー
プが志向する方向を具
体的かつ対外的に明
確化し、実践につなげ
るものとして、ミッショ
ン・ステートメント、およ
び行動指針を制定しま
した。

重
要
性
特
定
プ
ロ
セ
ス

グ
ル
ー
プ
内
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

重要性の傾向把握
野村グループの各活動について、「社
会への影響」および「野村グループへの
影響」の2つの視点から、重要性の傾
向を把握しました。

重要性の測定
（⇒詳細は10ページ）

野村グループが、社会との調和を図
りながら事業活動を展開していくために、
「社会の持続的発展のために重要な事
項」、および「野村グループの持続的成長
のために重要な事項」の2つの側面から
重要性測定分析を行い、重要性の
高い事項を抽出し、考え方と取
り組みを整理しました。

重要性の深掘り
（⇒詳細は12ページ）

野村グループが、投資という本業を
通じて社会の持続的な発展に貢献す
るために、特に重要な3つの要素であ
る、「顧客目線」、「豊かな社会の創造」、
「多様性の推進」に焦点をあてて、
課題と目標を明らかにしました。

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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　社会の視点と自社の視点の2つの側面から、重要性の高い事項を抽出し、考え方と取組方針を整

理しました。これらの重要事項に関して、中長期視点から継続的にマネジメントプロセスへの展開を行

い、状況を開示していきます。

　下図A群の事項は、社会、野村グループ双方に影響度が大きく、引き続き重点的に取り組むべき事

項と認識しています。B群は、従来から野村グループの事業活動にとって影響度が大きい事項であり、

今後とも取り組みを一層推進し、社会からの認知を高めていきます。C群は、野村グループが持続的

成長を続けていく上で、これまで以上に重視して取り組むべき課題と認識しています。

▶重要性測定分析

　社会からの要請項目として想定される125項目について、「社会への

影響度（社会からの関心度）」（Y軸）および「野村グループへの影響度」

（X軸）の2軸から、各々10段階で影響度を測定することにより、重要性

を把握しました。「社会への影響度（社会からの関心度）」は、各種ガイド

ラインや調査・格付機関の調査項目および社内外のステークホルダーか

らの意見などを基に測定しました。「野村グループへの影響度」は、マネジ

メントとコミュニケーション双方の観点から、中期的な企業価値へ及ぼす

影響度として測定しました。測定にあたっては、経済人コー円卓会議日

本委員会※1の重要性測定手法を用い網羅性と信頼性に配慮しました。

また測定過程では、関連部署の責任者へのヒアリングを通じて、重要性

に対する主体的認識の醸成と認識の共有化を促すことに留意しました。

重要性の測定

重要性の高い項目 野村グループの考え方と取組方針 CSRレポート参照頁

コーポレート・ガバナンス/マネジメント・システム
�ステークホルダーとの積極的なコミュニケーションを通じ、組織と社会との乖離を防ぎ、信頼の向上を目指しています

組織の透明性と信頼性の確保

CSRマネジメント体制の構築

コンプライアンスの定着

P17-23

P8-15

P19-20

経営の監督機能、内部統制の強化、適正な情報開示を重視
　⇒内部統制の一層の強化および情報開示・コミュニケーションの充実

社会要請の変化に対する感度を高め、ステークホルダーとの信頼の向上を重視
　⇒CSRに関するマネジメントの強化と社員の行動への展開

文書化やルールのみならず、倫理意識に立脚した主体的・実質的な対応を重視
　⇒プロとしての職業倫理の醸成によるコンプライアンス意識の浸透

野村グループへの影響度

社
会
へ
の
影
響
度（
社
会
か
ら
の
関
心
度
） 6-1

6-3

6-2

4-2

4-3

2-2

2-1

3-3

5-3 3-2

5-4

3-1

5-1

2-3

4-1

5-2

A群

B群C群

2-2

2-1

2-3

2. CSRマネジメント

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

※1	 経済人コー円卓会議日本委員会（Caux Round Table）　各国のビジネスリーダーらにより1986年にスイスのコーで設立された団体で、ビジネスを通した経済、社会の健全
な発展に寄与すべく活動を行っている。

用語解説

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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重要性の高い項目 野村グループの考え方と取組方針 CSRレポート参照頁

社会
社会の一員として有用な活動を続けていくために、事業活動を通じた経済・文化・教育の向上を目指しています

社員
個性的な強みを持った多様な人材が融合し、社員と野村グループが共に成長していく好循環を生み出す組織風土を目指しています

環境
グループ全体での環境負荷の低減と、金融を通じた環境問題解決への寄与を目指しています

顧客
�顧客と向かい合いながら事業活動を行うことに徹し、幅広い顧客層からの期待に応え、認められることを目指しています

金融・経済教育の普及

地域・社会貢献活動

社会的課題の解決に
向けた事業活動

環境保全活動の推進

環境問題解決に
向けた事業活動

環境情報の開示

P38-39

P40-53

P54-56

P71-78

P79-80

P81-82

P28-31

P32-33

P34

P60-61

P62-64

P65

P66-67

顧客重視のマネジメントの推進

情報の提供と共有

市場・顧客の多様性への対応

社員の主体的な能力の発揮

多様な人材の融合と
多様な働き方の支援

社員の健康と安全への配慮

人権の尊重

「投資」を社会に定着させ、社会基盤として構築していくことを重視
　⇒幅広い世代に対する金融・経済教育プログラムの提供と教育マネジメント体制の確立

事業を営む国内外の地域社会の一員として、相互理解と信頼を重視
　⇒国内、海外各拠点の地域のニーズに沿った地域貢献活動の展開

事業活動に伴う社会性の評価および、事業活動を通じた社会的課題への対応を重視
　⇒社会と調和する金融・サービスの展開

グループ全体での包括的かつ計画的な環境保全活動を重視
　⇒環境活動ワーキンググループを中心とした環境マネジメントの確立と推進

金融を通じた環境問題解決への取り組みを重視
　⇒環境関連企業への投資、および環境関連リサーチと情報の提供

グループレベルの環境情報の開示を重視
　⇒グループレベルでの環境データの開示と目標の設定

「顧客ありき」の意識に徹した各部店、社員の主体的な顧客対応を重視
　⇒グループ一体となった、ワールドクラスの質の高い一貫した商品・サービス・サポートの提供

商品の有用性やリスクを十分に理解していただくことを重視
　⇒きめ細かなフォローアップと、プラスαのサービスレベルによる安心の提供

顧客属性・地域性・社会性等のニーズに的確に応えることを重視
　⇒「ファーストコールがかかる先」として、
　　多様なニーズや相談に対する高度なソリューションの提供

社員の主体的な能力発揮を支える人事制度と教育・研修プログラムを重視
　⇒主体的なキャリア形成を支援する多様な教育・研修機会の提供

さまざまな人材が能力を最大限発揮できる、働きやすい環境づくりを重視
　⇒国内、海外各拠点におけるダイバーシティ推進の取り組み

安全で働きやすい職場環境の整備と、社員の健康管理を重視
　⇒安全な職場環境整備とメンタルヘルスケアへの対応

グローバルベースでの人権意識の浸透を重視
　⇒グループの役員および社員に対する継続的な人権啓発研修の実施

6-1

6-3

6-2

4-2

4-3

3-3

5-3

3-2

5-4

3-1

5-1

4-1

5-2

2. CSRマネジメント

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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　投資という本業を通じて実体経済に貢献していくことが、野村グループの最も基本的な責任である

と考えています。その責任を具体的に事業活動に繋ぐために、ビジネスプロセスに密着した視点で重

要性の深掘りを行い、課題と取組方針を明らかにしました。

重要性の深掘り

野村グループの活動を、「社会にとっての重要
性」と「自社にとっての重要性」の両面から整理
し、重点的に取り組むべき領域を明らかにした

マテリアリティ（重要性）の測定（2007年度） 重要な3つの要素の深掘り（2008年度）

創業の
精神 マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
展
開

PDCAサイクル
の構築

野村グループの持続的成長にとって特に重
要な3つの要素に焦点をあてて、課題・目標・
取り組みを明確化し、PDCAサイクルの構築
に繋げる

顧客目線に徹した�
実体経済への貢献

投資を通じた�
豊かな社会の創造

人材の多様性の推進

問題把握と役割認識：貯蓄から投資への流れの中で、従来からのお客さま
に加え、これまで投資の経験が少ない方や個別のご要望をお持ちの方など、
さまざまなお客さまがさまざまなチャネルを通じて金融市場にアクセスする
機会が増えてきています。こうした多様なお客さまに対して、最高品質の商
品・サービスを提供し、また投資を正しく理解していただくことが、健全な金
融市場の育成を担う私たちに課せられた役割だと考えています。
課題認識：野村グループがコンサルティング営業（対面営業）で培ってきた
安心感という品質を、潜在的な顧客を含めた多くの多様なお客さまに対し
て同等に提供していくことが課題であると考えています。
取組方針：そのために、顧客特性やチャネルに応じた体制の整備やマーケティ
ング・サービスの強化を進めるとともに、投資を身近に感じていただくような店舗
づくりや情報発信をはじめ、個別のご要望への高度なソリューションの提供など、
お客さま目線での満足度向上の取り組みを推進していきたいと考えています。

重要課題
顧客目線に徹した
実体経済への貢献

社会の
発展

野村
グループ
の成長

国内営業部門CEO
多田　斎

グローバル・
マーケッツ部門CEO
丸山　明

問題把握と役割認識：金融危機を発端として世界同時不況に陥りましたが、
実体経済がグローバルに結びつきながら発展していくという大きな流れは変
わらないといえます。その中で我々は、常にお客さまの経済活動をサポートす
ることにより実体経済に貢献するという役割を忘れてはならないと思います。
課題認識：事業法人や機関投資家など顧客側の活動がますますグローバル化
しているため、野村グループもお客さまに対応したよりグローバルな体制構築と
お客さまの求める高品質な金融サービスの提供が課題であると考えています。
取組方針：リーマン・ブラザーズの部門承継を経て、体制面、人材面での
基盤は整備されました。今後はこれらのリソースを活かして、マーケットに迅
速に対応できる組織運営と、グローバルレベルでのリスクマネジメントの強
化を推進していきたいと考えています。

野村グループへの影響度

社
会
へ
の
影
響
度（
社
会
か
ら
の
関
心
度
）

5-2

4-1

2-3

5-1

3-1

5-4

3-25-3

3-3

2-1

2-2

4-3

4-2
6-2

6-3
6-1

A群

B群C群

2. CSRマネジメント

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



野村グループのCSR
CSR of Nomura Group 

13 CSR REPORT 2009

1

問題把握と役割認識：投資によるお金の流れは、直接的な取引当事者だ
けでなく、投資対象を通じて社会や環境に少なからぬ影響を及ぼします。
したがって私たちは、直接のお客さまの向こう側にある、社会や環境への
影響にも配慮し、長期的な視点から対応していかなければなりません。
課題認識と取組方針：特に、将来に向けた健全な金融投資市場の育成と
いう観点から、これまで力を入れてきた金融経済教育を、より広い世代・地
域に拡充し、身近なものにしていくことが課題であると考えています。
その他の取組方針：また、クリーンテックベンチャー投資など、投資スキーム
を用いた社会的課題の解決にも積極的に取り組んでいきたいと考えてい
ます。

問題把握と役割認識：ビジネスのグローバル化に伴い、社員の人員構成は
自ずと多様化しています。我々が目指す多様性の推進とは、属性として多
様な社員一人ひとりが、主体的に能力を最大限に発揮できる環境を整備
することだと考えています。
課題認識と取組方針：野村グループは社員個々人の能力や成果を適正に
評価し処遇することを重視し、評価制度の運用には力を入れてきました。リ
ーマン・ブラザーズの部門承継により、これまで以上にキャリアや契約形態
が違う多様な人材が増加している状況において、評価の公正性と納得性
を更に向上していくことが課題であると考えています。
その他の取組方針：また、社員の主体的なキャリア形成を支援する教育研
修制度や、ネットワーキングの機会、キャリア形成の障害となっている要因
を減らすための両立支援制度の整備を推進していきたいと考えています。

重要課題
投資を通じた
豊かな社会の創造

重要課題
人材の多様性の推進

グローバル人事担当	
渡辺　章人

グローバル人事担当	
David	Farrant

グループ広報担当
渡辺　真一郎

2. CSRマネジメント

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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3. CSRコミュニケーション

※1	 ESG　環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の3要素。用語解説

　野村グループでは、CSR活動の推進にあたり社内外のコミュニケーションが重要であると考えてい

ます。CSR活動は、さまざまなステークホルダーと直接的・間接的にかかわっているグループ各社・各

部門の主体的な行動が不可欠であるため、グループ内への情報発信や教育研修、意識把握等のグ

ループ内コミュニケーションを積極的に行っています。

　社外コミュニケーションとしては、CSRレポートを中心とした情報開示の充実のほか、セミナー・シン

ポジウム、教育機関等を通じた情報発信にも力を入れています。また、事業活動および社会貢献活動

を通じてステークホルダーのみなさまとの対話を繰り返しながら、社会的視点を企業活動に反映する取

り組みを進めています。

▶CSR活動に関する情報の開示

　従来よりCSRに関する情報の開示はCSRレ

ポートを中心に行っています。CSRを構成する3

つの要素である、経済性・社会性・環境につい

て野村グループの現状と取り組みを紹介し、ステ

ークホルダーのみなさまに理解していただくため

のものです。企業に求められる非財務情報であ

る3要素（ESG※1）にかかわる情報の開示に関

して、適切な情報をCSRレポートや当社ホーム

ページ等を通じて開示をしていきたいと考えます。

▶社内意識の醸成

　野村グループの社員一人ひとりが企業の社会

的責任を自覚し、グループのCSR活動やプロセ

スについて理解を深めることは重要です。野村

グループでは、イントラネットやWebサイトを通じ

た情報発信や社内向けCSR番組の放映に加え、

2008年度も、社員に向けた講演会やCSRセミ

ナーをグローバルで展開しました。講演会は、野

村グループが創業以来受け継いでいる精神や、

歴史、社会における使命等について、社員に分

かり易く、正しく伝えることを目的としています。こ

れまでに世界でおよそ2,500人以上の社員が参

加し、意識を共有しました。（写真a）

◦インド・ポワイの社員に向けた講演会

　2009年2月、野村ホールディングス　コーポ

レート・シティズンシップ推進室の池上浩一シニ

ア・コミュニケーション・オフィサー（SCO）は、旧

リーマン・ブラザーズのIT関連のサービス会社

であるノムラ・サービシズ・インディアの社員に

向け「野村グループ、そのビジネス・歴史・社会

での使命」と題する講演会を行いました。1回

90分におよぶこの講演は2日間で計7回開かれ、

合計900人以上の社員が参加。池上SCOはこ

れまで同様の講演会をさまざまなステークホルダ

ーに向け数百回の規模で行っており、今回も野

a

b

開催日 開催拠点 参加人数
2008年10月13日
2009年2月17日
2009年6月29日
2009年7月1日
2009年7月2日
2009年7月3日

50
900
700
300
200
375

イギリス・ロンドン
インド・ポワイ
インド・ポワイ
シンガポール
香港
香港・ソウル・上海・シドニー・台湾

社員向け講演会の実績

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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村グループが創業から連綿と受け継いできた精

神や、変化し続ける経済環境の中で保ち続けて

きた独自のポジションなどをわかりやすく伝えると

ともに、リーマン・ブラザーズのアジアおよびヨー

ロッパ部門を承継後の野村グループのスタンス

なども話題に加え参加者の理解と共感を深めま

した。（写真前ページb）

◦香港での社員向けCSRセミナー	　

　ノムラ・インターナショナル（ホンコン）LIMITED

（以下、NIHK）では、2009年2月、社員向けのCSR

についてのセミナーを行いました。野村グルー

プのCSRは、本業を通した社会への貢献であ

る、というテーマに加え、「社員（Employees）、環

境（Environment）、教育（Education）」という、

「CSRの3つのE」について取り上げ、各分野に

おける野村グループの先進的な取り組みについ

て説明しました。さらに、香港の社員が推進した

活動を含め、野村グループのグローバルなCSR

への取り組みについて事例を紹介しました。セミ

ナーには多くのNIHKの社員が参加し、野村グル

ープのCSR活動について知識を深めました。講

※1	グラミン銀行　1983年設立。マイクロクレジット（無担保小口融資）という独自のシステムを発案・実施し、従来の銀行がこれまで融資することがなかった貧困層の人々に無
担保で融資を行う。2008年現在、2,539の支店を持ち、83,566の村で融資を行っている。767万人の借り主のうち97%が女性。得られた利益の全額が災害時のための
基金として利用されている。

用語解説

演終了後の懇親会では、社員らが社内コミュニケ

ーションやCSRについて語り合いました。

◦Nomura�Group�CC�Web�site

　全世界の野村グループ社員がアクセスできる

グループ・イントラネット上に、「Nomura	Group	

CC	Web	Site（愛称：ほほうくんのCSRサイト）」

を開設しています。野村グループのCSR活動の

紹介や、CSRの基礎知識を習得できるコンテン

ツのほか、最新のCSRニュースを毎週更新して

います。（写真a）

◦社内向けCSR番組の放映

　毎年、CSRレポートの発刊に合わせ、レポート

の内容を共有する社内向け番組を放映していま

す。2008年度は、経営からのメッセージや特集

記事の紹介に加え、社員がCSRを考え活動でき

るよう「CSRレポート活用案内」のアニメーション

を制作し、放映しました。

◦支店でのCSR勉強会

　支店の社員を対象とし、コーポレート・シティズ

ンシップ推進室の社員が講師となって、CSRの

基礎と重要性を伝える勉強会を開催しています。

a

3. CSRコミュニケーション

CASE STUDY

ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス氏の懇談会　
　社団法人日本経済団体連合会（以下、日本経団連）の主催で、2009年3月、ノーベル平和賞

受賞者であるグラミン銀行（※1）総裁	ムハマド・ユヌス氏との懇談会が開催され、司会進行を日

本経団連社会貢献推進委員会の共同委員長である、野村證券の古賀信行会長が務めました。

　「世界経済危機下での貧困問題の解決に向けて〜社会的企業（ソーシャルビジネス）の挑戦」

と題した懇談会では、ユヌス氏の母国バングラデシュからはじまったマイクロファイナンス立ち上げ

までの経緯や、ニューヨークなど先進国の大都市でスタートしている活動が紹介されました。グラミン銀行では、貧しい人 の々住宅、

教育、医療などを支援するサービスを次 と々開発することのみならず、多くのグラミン関連企業を創設して、地場産業の振興、携帯

電話やインターネットの普及、再生可能エネルギーの利用などを推進しています。ユヌス氏は「企業は多面体であり、収益を追求す

る面ももちろん必要だが、社会課題をビジネスを通じてどう解決するかという視点も必要であり、ひいてはそれが世界を変えることに

なる。大企業の技術、資金、人的リソースを用いることで、政府任せでは解決の難しい社会課題も解決できるはず」と力説しました。

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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コーポレート・ガバナンスとマネジメント・システム
野村グループは、ステークホルダーとの積極的なコミュニケーションを通じ、組

織と社会との乖離を防ぎ、信頼の向上を目指しています。

組織の透明性と信頼性を確保するために、経営の監督機能・内部統制の強

化と適正な情報開示を重視しています。

また、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置付けて、職業倫理に立脚し

た社員の主体的行動に力点を置き、内部管理体制の強化と意識浸透に取り

組んでいます。

2
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1. コーポレート・ガバナンス

▶コーポレート・ガバナンス体制

　野村ホールディングスは、2003年6月より委

員会設置会社へ移行しました。社外取締役を過

半数とする指名・監査・報酬の3委員会を設置

することで、より一層の経営の監督機能の強化、

透明性の向上を図るとともに、執行役に業務執

行の権限を大幅に委譲することで、スピード感の

ある連結経営を行っています。

　取締役会は、12名の取締役からなり、そのう

ち6名（50 ％）が社外取締役となっています。ま

た、執行役を兼務しない取締役は10名（83 ％）

となっています。指名委員会は取締役4名から

なり、株主総会に提出する取締役の選任・解任

議案内容の決定を行います。4名中3名を社外

取締役としています。監査委員会は取締役3名

からなり、取締役・執行役の職務執行監査、株

主総会に提出する会計監査人の選任・解任議

案内容の決定などを行います。3名全員を社外

取締役としています。報酬委員会は取締役4名

からなり、取締役・執行役の報酬の方針の策定

および個人別の報酬内容等を決定します。4名

中3名を社外取締役としています。

　また、業務の執行の決定については、取締役

会の決議により執行役に委任された事項のうち

特に重要なものにつき、「経営会議」「統合リスク

管理会議」「内部統制委員会」の3つの会議体を

設置し、審議・決定することとしています。

▶内部統制の仕組みとプロセス

　当社は委員会設置会社であるため、業務執行

の監督の中心的役割は取締役会および社外取

締役が過半数を占める監査委員会が担っていま

す。取締役会については、執行役を兼務しない

取締役を議長とすることで、執行役の業務執行

に対する監督に専念できる体制の強化を図って

おり、監査委員会については、委員の全員を社

外取締役とすることで、業務執行からの独立性

を一層明確にしています。

　また、監査の実効性を確保するため、取締役

会の決定に基づく内部統制システムを構築する

とともに、監査委員会による監査の実効性を高

めるため、野村グループの業務内容および社内

事情に精通した、執行役を兼務しない常勤の取

締役を「監査特命取締役」として任命し、監査委

員会の活動をサポートする専任の部署として「グ

ループ監査業務室」を設置しています。

　内部統制の有効性および妥当性について

は、業務ラインとは独立したグループ・インターナ

ル・オーディット部を設置し、同部および傘下の

主要な子会社に設置した内部監査専任部署が、

当社および子会社における内部監査を実施して

います。同部はその業務遂行について、内部統

制委員会の指揮に従っています。内部監査の結

果については、執行ラインのみならず、監査委員

会および監査特命取締役に対しても報告が行わ

れています。

▶情報開示

　野村グループは、（1）野村グループ各社に

関する非公開情報を保護するとともに、外部

への適時・適切な開示を促進するという方

針、および（2）米国のレギュレーションFD（Fair 

Disclosure：企業に関する重要な情報を一般

開示に先がけてアナリストや機関投資家など特

定の者に優先的に開示することを禁止する米国

証券取引委員会（SEC）の規則）の趣旨に従い、

「野村グループ情報開示に関するグローバル指

針」を制定、投資家に対して、当グループに関す

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/
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る情報に公正にアクセスする機会を提供してい

ます。このグローバル指針に基づき、当社は「情

報開示委員会」を設置しています。「情報開示委

員会」では、野村グループに関する重要情報の

開示に関する対応、様式20-F および有価証券

報告書などの法定開示書類の作成など、会社情

報の開示に関する重要事項について審議・決定

しています。また、2007年3月期から適用が始

まった米国企業改革法404条に基づく財務報告

に係る内部統制の文書化と有効性の評価につ

いても、「情報開示委員会」が中心となり対応を

行っています。本件対応のため、野村ホールディ

ングスおよび野村證券をはじめとする主要な連

結子会社（海外拠点含む）の関連部署において、

財務諸表の重要な勘定科目・開示項目に関する

プロセスについて文書化作業を行いました。

　また、内部統制の有効性に係るテストと評価に

ついては、インターナル・オーディットが担当して

おり、その進捗状況は情報開示委員会のみなら

ず、監査委員会や内部統制委員会にも報告され

ています。

1. コーポレート・ガバナンス

ホーム > CSR（社会的責任） > 野村グループのCSR

www.nomuraholdings.com/

内部統制図

内部統制の
整備および評価
ならびに企業行動
の適正化に関する
事項の審議
または決定

報告報告

報告
監
査
計
画
の
承
認

内
部
監
査

野村ホールディングスおよび子会社

野村ホールディングスの経営機構

報酬委員会

監査委員会

指名委員会

マネジ
メント

リスク・
マネジ
メント

コンプライ
アンスビジネス

経営会議

内部統制委員会

統合リスク管理会議

リスク審査委員会

・監査委員会
　の補助
・監査特命取締役の
　業務の補助

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド

株主
総会

取締
役会

執行役
社長

内部統制
委員会

監査
委員会

監査特命
取締役

インターナル・
オーディット

グループ
監査業務室



コーポレート・ガバナンスとマネジメント・システム
Corporate Governance and Management System

19 CSR REPORT 2009

2

2. コンプライアンス

▶コンプライアンス体制

　野村グループでは、全部署において「法令違

反の疑いがある行為」が発生しないように努め

るとともに、仮に問題が発生した場合でも、それ

が経営レベルにまで漏れなく、遅滞なく伝達され、

適切に対処される体制を構築しています。グルー

プ会社の運営指針である「野村グループ組織運

営規程」に基づき、原則としてグループ各社がそ

れぞれの業務特性に応じて、定められた業法な

どの諸規則を遵守し、また各社で定めた社内ル

ールに則って適切に管理する一方、業務管理者

の設置やコンプライアンス・ホットラインの設置な

どについては、グループ各社で統一・共通化す

べく整備しています。海外を含むグループ各社の

内部管理業務についてより一層強固な体制を構

築するために、2007年4月1日付でグループ・コ

ンプライアンス・ヘッドを選任し、同年7月1日付

でグループ・コンプライアンス部を設立いたしま

した。定期的に野村グループ・コンプライアンス

会議、グローバル・コンプライアンス会議等を開

催することなどを通じてグループ各社の連携を高

め、実効性ある管理体制を構築しています。

▶倫理規程

　野村グループでは、2004年3月に野村グルー

プのすべての役員・社員に適用する「野村グルー

プ倫理規程」を制定いたしました。この規程では、

「創業の精神」も踏まえたうえで、コーポレート・ガ

バナンスに関する事項や企業の社会的責任に関

する事項について、野村グループ役員・社員の一

人ひとりが遵守すべき項目を定め、研修などを通じ

周知徹底しています。また、毎年1回役員・社員が

同規程遵守の誓約を行うことにより、基本観共有

の徹底を図っています。なお、同規程全文は本レ

ポートの85-86ページに記載しています。

▶業務管理者の設置

　国内の野村グループ各社に、「遵法精神を啓

発し、以って法令諸規則等を遵守した業務運営

を推進する」ことを責務とした「業務管理者」を任

命しています。業務管理者は、各社の体制に合

わせ、部室ごとに任命する会社と、本部ごとある

いは全社で1名から数名を任命する会社があり

ます。業務管理者は、法令諸規則のみならず、企

業倫理の側面から社会的妥当性といった点に照

らした管理が求められています。また、1年に一

度、グループ各社の業務管理者に対して研修を

実施しており、業務管理者としての職責を伝える

とともに、グループとして統一的な諸規則・コンプ

ライアンス・ポリシーの周知・徹底を図っています。

▶コンプライアンス・ホットラインの設置

　野村グループでは、万一、社員が、社内にお

いて法令違反の疑いのある行為などに気づいた

場合に、当該情報を各社の枠を超えて、直接に

野村ホールディングスの経営レベルに提供し得る

手段として、「コンプライアンス・ホットライン」を設

置しています。このコンプライアンス・ホットライン

は、野村ホールディングスの担当役員のほか、社

外取締役やリーガル・スーパーバイザー（社外弁

護士）にも直接、情報の提供ができるようになっ

ています。なお、コンプライアンス・ホットラインへ

の情報提供は、匿名でも可能としています。また、

実名での情報提供であっても不利益を受けない

ことが明確化され、その旨が周知されています。

▶金融商品取引法施行に対する取り組みについて

　2007年9月30日に金融商品取引法および関
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連法令（以下、金商法等）が施行されました。

　野村證券では、金商法等を遵守するための社

内体制を整備しています。一例として、お取引い

ただいている多くのお客さまに対して、1年に一

度、株式や債券等の取引に関するリスクや手数料

等について記載した「契約締結前交付書面」を

送付しています。また、金商法等の趣旨である「投

資者の保護」を十分にふまえ、またお客さまにとっ

ての利便性も考慮して、お客さまのご意向やお取

引の状況を十分に確認し、商品内容や取引にか

かるリスクについてお客さまに応じてわかりやすく

ご説明するなど、適正な営業活動を行っています。

　このような取り組みをはじめとして、野村證券は、

金商法等の義務を履行するとともにお客さまのお

取引への理解を深めていただくよう努めています。

▶野村證券のコンプライアンス体制

　野村證券では、コンプライアンスの具体的実践

計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定

し、これに沿って体制を構築しています。グルー

プとしての取り組みに加え、内部管理体制の整

備および内部管理上の重要事案などに係る審議

を行うことを目的とした「内部管理委員会」を設

置するなど、より強固な体制構築を図っています。

　浸透への取り組みとして、本店はもとより、全

部店を対象として「業務管理者」を配置し、全社

員に向けた研修や勉強会を実施することで、コン

プライアンス意識浸透の徹底を目指しています。

　営業部店における取り組みとしては、本社より

提供されたコンプライアンスに関わるテーマに則

り、部店ごとに社員が理解・浸透しやすいかたち

に作成したレジメをもとに、月に一度コンプライ

アンスアワーを開催、内容についての研修、疑問

点の質疑応答などを行っています。

　また、社員への意識浸透・伝達を担う業務管理

者自身も、1年に一度の業務管理者向け研修に

参加することが義務づけられており、常に変化す

る社会環境・ニーズに応えられるよう努めています。

▶内部管理態勢の一層の強化に向けて

　かねてより野村證券においてはコンプライアン

スを経営の最重要課題と位置付けて、内部管理

態勢の構築を進めております。さらなる内部管理

態勢・法令順守体制の強化、社員の倫理意識

の醸成に向け、特に情報管理、採用、配属、研修、

教育指導に関する以下の点について一層徹底し

てまいります。

（1）情報管理について

　企業情報部において、個別案件の打ち合わせは

会議室で行い、コードネーム使用を徹底するなど情

報管理に関するルールを厳格に運用し、また職業倫

理の確立を人事管理の最重要の目標に位置付ける。

（2）採用・配属について

　採用に際しては、倫理観のチェックや適性テスト

等の実施、人事部門の面接の回数を増やす等の

対応を講じる。企業情報部における中途採用者

の配置では、M&A業務に関する経験が十分でな

い者は、他部署に一定期間配属した後に配属する。

（3）研修について

　職業倫理教育を最重要課題として、採用・配属

時の研修をより充実、深化させ、定期的に継続す

る。研修に際しては、個々の社員の実情にも着目し

た肌理細かな研修プログラムの策定を行い、十分

に具体的な説明をする。機密情報の管理に関して

は、案件に関する情報について絶対に漏洩しては

ならないことを繰り返し徹底して教え込む。年2回

実施している誓約書の提出を受ける際に、その内

容の確認を行い、この機会に合わせて研修を行う。

（4）社員の教育指導について

　現場における指導の重要性を再確認し、日々

の業務で目が届く範囲で生活態度等も含め全人

格的な対応が求められていることを良く認識させ

る。キャリアインストラクター（中途採用者の指導

育成担当者）制度を導入する。

2. コンプライアンス
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3. 情報セキュリティ体制
　野村グループでは、事業活動のためにお預かりした個人情報あるいは法人に関する情報などの情

報資産を適切に管理することが、お客さまや株主のみなさまなどとの信頼構築の基本であると認識し

ています。このため、情報セキュリティ管理体制を整備するとともに、継続的な改善活動と役員および

社員への教育・研修を通じてその充実と徹底を図り、ご信頼に応えられるよう努めていきます。

▶野村グループ情報セキュリティ基本方針

　情報セキュリティに関する基本原則として「野

村グループ情報セキュリティ基本方針」を定め、

情報セキュリティの適切な確保を図っています。

この基本方針に則り、野村グループの各社はそ

れぞれ情報セキュリティ関連規程を整備していま

す。さらに、各社の事業活動の特性などに応じ

て、お客さまにご提供する情報などについても管

理策をより充実していきます。また、情報セキュリ

ティに関連する諸規程などについては、社内イン

トラネットなどを通じて、役員および社員などへの

徹底に努めています。

▶野村グループ情報セキュリティ委員会

　野村グループの情報セキュリティに関する重

要事項を審議するために、執行役社長が指名す

る役員を委員長とする野村グループ情報セキュ

リティ委員会を設置しています。当委員会は、野

村グループの役員および社員の中から委員長に

より選任された委員をもって構成し、その審議内

容等を必要に応じて経営会議へ報告することと

なっています。

▶個人情報保護法への取り組み

　2005年4月より個人情報保護法が全面施行

されました。数多く個人のお客さまの情報を取り

扱う野村グループにとって、個人情報に関する

取り組みは重要な課題です。野村グループでは、

個人情報保護に関する諸法令を遵守するのはも

ちろん、独自の個人情報保護方針と前述の情報

セキュリティ関連規程に則り、お客さまの個人情

報につきまして厳格な取り扱いを行っています。

▪野村グループ個人情報保護方針

　野村グループおよびその役員・社員等は、以下の基本方針のもと、関係諸法令および監督当局などの
ガイドラインなどを遵守します。
1. 個人情報は、法令に則って取得し、その内容は、正確・最新となるよう努めます。
2. 個人情報の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。また、第三者への個人情報の開示・提

供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の承諾なしに行い
ません。

3. 個人情報の流出、不正利用などを防止するために、役員・社員等への教育を徹底します。また、管理・
点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。

4. 個人情報を外部委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報保護が図られている
かについて、責任をもって監督します。

5. 個人情報については、本人の求めにより、開示、訂正、利用停止などを法令に則り行います。
6. 野村グループの各社は問い合わせ窓口を定め、個人情報の管理態勢等のプログラムを適宜見直し、

継続的な改善に取り組みます。
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4. 危機管理体制
　野村グループでは、これまでもグループ各社で災害対策やシステム障害対策などの整備をしてき

ましたが、アメリカの同時多発テロ以降、想定される危機全般への対策を再構築しました。2005年

4月に、野村グループ危機管理委員会を設置し、野村グループ全体の危機管理に取り組んでいます。

野村グループでは、事業の継続に重大な支障が生じる可能性の高い危機について「野村グループ危

機管理規程」を制定して基本方針を定めるとともに、検討体制としましては「野村グループ危機管理

委員会」を設けて対応を図っています。

　具体的な施策としては、緊急時（災害等発生時）に、家族を含めた野村グループ全社員の安否状

況が、野村グループ危機管理委員会で把握できるよう、安否確認システムを野村グループで導入す

るとともに、危機管理研修の実施や訓練を通じて危機管理意識の醸成を継続的に図っています。

▶野村グループ危機管理委員会

　野村グループ危機管理委員会は、執行役社

長が指名した役員が委員長となり、国内外のグ

ループ各社の危機管理責任者により構成されて

います。平時においては危機管理や事業継続管

理に係わるガバナンス組織としても機能するとと

もに、危機発生時においては、対策本部を通じ

て危機発生部署やサポート部署とも緊密に連携

して危機に対処します。

▶野村グループの危機管理に係わる基本方針

　野村グループでは、危機管理が企業の持続的

な発展に必要不可欠であるとの認識のもと、す

べてのグループ会社が、平時から危機を未然に

防ぐための対策を行い、危機が発生した場合に

は、迅速・適確な行動をすること、およびそのため

の組織体制を明確化することを基本方針として

定めています。

野村グループの情報セキュリティ体制と危機管理体制

野村グループ各社

◆野村證券
◆野村アセットマネジメント
◆野村信託銀行
◆野村キャピタル･インベストメント
◆野村インベスター・リレーションズ
◆野村プリンシパル･ファイナンス
◆野村ファンド・リサーチ･アンド･
　テクノロジー
◆野村年金サポート&サービス
◆野村バブコックアンドブラウン
◆プライベート・エクイティ・ファンド・
　リサーチ・アンド・インベストメンツ

◆野村リサーチ･アンド･アドバイザリー
◆野村ビジネスサービス
◆野村ファシリティーズ
◆野村資本市場研究所
◆ジョインベスト証券
◆野村ヘルスケア・サポート＆
　アドバイザリー
◆Nomura Holding America lnc.
◆Nomura Europe Holdings PLC
◆Nomura Asia Holding N.V.
◆Instinet Incorporated
◆ユニファイド・パートナーズ

野村ホールディングス

指名

野村グループ
危機管理委員会

委員長

野村グループ
情報セキュリティ

委員会

委員長

指名

参加

選任

参加

選任
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▶ BCP（Business Continuity Plan）

　 野 村 證 券 など で は 既 にBCP（Business 

Continuity Plan）を策定し、最低限の業務を継

続するためのバックアップオフィスやバックアップ

データセンターを構築しております。また、野村グ

ループとして、首都直下型地震やパンデミックに

備えたBCP策定に取り組んでおります。

▶緊急時の連絡体制

　国内の野村グループ各社では、緊急連絡網の

整備と合わせ共通の安否確認システムを導入し

ており、野村グループの対策本部で一括して把

握できる体制を整備しています。また、緊急時の

連絡体制についても、各社における連絡体制に

加えて、野村グループとしての連絡体制について

も構築しております。

▶訓練によるブラッシュアップ

　危機管理や業務継続のレベルを維持し実効

性を高めるには、訓練に勝るものはありません。

野村グループ各社ではさまざまな訓練を通じて

課題を洗い出し、対策を講じることで、よりレベル

の高いプランとなるよう取り組んでおります。
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て
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重
要
性

お客さま

重要性の測定（⇒P10参照）に
基づき重要項目を報告しています

お客さまとのかかわり

Relationship 
with Customers

野村グループは、お客さま目線で事業活動を行うことに徹し、幅広い層のお

客さまからの期待に応え、認められることを目指しています。

お客さまのニーズに真摯に向き合い、そこからグループ全体の組織活動に繋

げていくマネジメント体制を基本にしています。

そして、金融商品の内容やリスクに関する情報を適正に提供するだけでなく、

十分に理解していただくことにより、お客さまと情報を共有する姿勢を大事に

しています。

また、これまで投資経験の少ない方を含め、多くの方々に投資を身近に感じて

いただく機会の創出に力を入れています。
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お客さま

Nomura Fiscal 2008 Topics
ワールドクラスのリサーチネットワーク
お客さま目線でサービス体制を刷新

　野村グループは2008年秋、リーマン・ブラザ

ーズのアジア・パシフィック地域部門と欧州・中

東地域部門を承継しました。これは、ワールドク

ラスの競争力を備えた金融サービスグループの

実現に向けた布石ともいえるものです。

　グローバルな業務展開が加速するなか、そ

れらを強力に支えるものの一つが、新しく整えた

「グローバルリサーチ」体制です。「調査・分析

の重視」は創業の精神から続く野村のDNAとい

えるものですが、リーマン・ブラザーズの承継に

伴い、今まで以上にグローバルで緻密なリサー

チ・カバレッジが実現しています。こうした新た

な体制によって、世界経済、産業・企業の動向

と変化を迅速かつ的確にキャッチし、それらの情

報と投資アイデアをスピーディにお客さまにお届

けしてまいります。

　野村グループは、今後もグローバルリサーチを

より強化することで、お客さまのニーズに応え、お

客さまの目線で、お客さまとともに歩んでいく金融

サービスグループであり続けたいと考えています。

グローバル
チーフエコノミスト
ポール シェアード

企業調査一部
許斐 潤

パン アジア エクイティ 
セールス
本谷 大輔

商品企画部
中牟田 菜香

プロダクト 
マーケティング部
山中 智明

投資情報部
佐々木 文之

エクイティ業務部
牧野 健一郎
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許斐 潤
企業調査一部　部長

　私たちは、個別企業の調査分析を行い、お客さまが株式投資の際の有用な情報を提供することをミッ

ションとしています。キーワードは「アクショナブル」。私たちの情報によって、お客さまに情報をお届けする

のみではなく、お客さまのリターンに資する行動につながる、そんなレポート提供を目指した取り組みを進め

ています。一方で、ますます多くの国内外のお客さまがアジア・パシフィックを一体として見たリサーチを求

めています。そのため私たちも、アジア諸国の拠点にいるリサーチャーと緊密に連携し、アジア・パシフィック

の視点から企業をリサーチするスタンスで臨んでいます。野村グループの企業調査には歴史的な厚みがあ

り、さらに各業界をトータルにカバレッジする水平的な拡がりを有しています。この強みを生かし、お客さま

に正確な情報・オピニオンを発信することで、資本市場が公正に機能することに貢献したいと思っています。

歴史的厚みと水平的拡がりを持つリサーチをベースに
｢アクショナブル｣な企業情報の提供を

リサーチ

ポール シェアード
グローバルチーフエコノミスト兼
経済調査部　部長
マネジングディレクター

　私たち野村グループは、2008年11月、革新的ともいえるグローバルリサーチ体制を整えました。米国、

英国、アジア・パシフィック地域の7拠点に約30名のエコノミストを配置。世界経済の動向や各国の経済

変数等をリアルタイムに調査研究することで、お客さまへ精度の高い情報を極めてスピーディに発信できる

体制を構築したのです。さらに毎週、世界の経済情報を端的に報告する｢グローバル・ウィークリー・エコノ

ミック・モニター｣を発行。最新の情報をお客さまに届けるほか、多彩な研究調査レポート、経済指標・統

計等に対する適切なコメントなど、つねに数年先の世界経済の展望を描いて発信しています。今後、グロー

バルリサーチ体制の一層の強化を図り、お客さまや社会のニーズに的確に応えていくことで、真にグローバ

ルな証券会社への進化を目指していきます。

｢グローバルリサーチ｣体制の進化によって
お客さまや社会のニーズに的確に応えたい

東 由紀
リサーチ・マーケティング・
グループリーダー
エグゼクティブディレクター

　常にお客さまの立場に立ったサービス提供を基本とする野村グループで、現在まさに進行中のプロジェ

クトの一つに、機関投資家向けの新しいポータルサイト「Nomura Now」の構築があります。従来から、機

関投資家向けに株式や債券等の情報を配信してきましたが、「Nomura Now」は、株式、債券、クオンツ、

経済、為替等の情報を一つのサイトに統合するというもの。この実現によって、お客さまは野村のグローバ

ルリサーチが提供する多彩な情報にスムーズにアクセスできると同時に、社内の機関投資家セールス担当

も、お客さまとのコミュニケーションツールとして活用できるようになります。現在、お客さまは各商品に特化

した情報以上に、グローバルかつクロスプロダクツの観点からの情報を求めています。このお客さまニーズ

に対応するポータルサイトが、「Nomura Now」。2009年末始動に向け、着 と々準備を進めています。

お客さまのリサーチへのアクセスを格段にスムーズに。
ポータルサイト｢Nomura Now｣始動へ

情報提供の強化
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山中 智明
プロダクト マーケティング部
外国株式課　課長

　私たちの業務の一つとして、外国株式の個別銘柄の営業店に対するプロモートを行っています。昨年の金融

危機を契機に、リテールのお客さまのニーズが変化しつつあり、なかでも経済不況からの立ち直りが早かった中

国には熱い視線が注がれております。このニーズに応えるべく、私たちはグローバルリサーチ部門やリテール営業

部門（商品企画部や投資情報部など）と連携して中国の個別銘柄をレポートした「Nomura21 China」発行の

お手伝いをさせていただきました。これは、個人のお客さまが中国への投資を考える際の有用な判断材料となる

ものと思います。また、リーマン・ブラザーズ承継によって、まさにワールドクラスのリサーチネットワーク体制が確立

したことを受け、今後はBRICsやアジアのみならずヨーロッパの個別銘柄の情報提供も一層の充実を図るべく、

引き続き関連部署との連携を強化して営業店をサポートしていきます。そして、野村ならではのグローバルな分散

投資のご提案によって、リテールのお客さまの資産形成に少しでも役立てるよう取り組んでいきたいと思います。

ワールドクラスのリサーチ力を武器に、
グローバルな分散投資をプロモートする

機関投資家のお客さま向け

笠井 精一
外国株式営業部

　私たちが取り扱う機関投資家向けの外国株式に関するサービスは、この一年で大きく変化しました。特に

リーマン・ブラザーズ承継によって、欧州・アジアにおいてリサーチ・カバレッジの一層の強化が図られたこ

とで、従来以上にお客さまの要望に的確かつ迅速に応えられるレポートの提供が実現しています。同時に、

発行体である企業サイドとのパイプも太くなるなど相乗効果も生まれつつあります。こうした新しい取り組み

を背景に、私たちセールスの現場に求められるのは、リサーチを効率良く咀嚼して、内容をお客さまに深く

理解してもらうこと。そして、そのプロセスでお客さまの多様なニーズ・課題を共有してソリューションを提案

していくこと。強化されたグローバルリサーチをベースに、私たちがお客さまとフェイス・トゥ・フェイスで接す

ることで、投資家と企業をつなぐインフラとしての役割を担っていきたいです。

リサーチ・カバレッジの強化を背景に
お客さまへ適切なソリューションを提案する

個人のお客さま向け

中牟田 菜香
商品企画部
商品企画課　課長代理

　株式や債券、投資信託などの商品およびサービスの企画立案から、営業店への提供、その後のプロモー

ションのサポートなど、商品企画部は商品・サービスの企画からお客さまにお届けするまでをフォローする役

割を担っています。営業担当者がお客さまにアプローチする際に重要なことの一つに、各商品に関わる情

報があります。昨年、リーマン・ブラザーズ承継以後、日本の個人投資家向けのリサーチレポートを充実させ

る重要な要素となるアナリストリサーチレポート（英文）の対象銘柄が質・量ともに向上する中で、この活きた

情報の営業店への提供も、私たちの大きなテーマです。そのため、投資情報部・プロダクトマーケティング部

と連携し、中国株式参考銘柄群である「Nomura21 China」の創刊に関わったり、リサーチの翻訳対象銘

柄を見直すなど、営業担当者に情報をフル活用してもらう環境づくりを推進しています。お客さまに安心し、

継続して野村と取引いただけるサポートを目指して、営業担当者が最高のパフォーマンスを提供できるよう

努めたいと思っています。

商品・サービスのフォローと情報の効率的な提供で
営業の現場をサポート

www.nomuraholdings.com/jp/csr/その他の社員のインタビューは、WEBサイトでご覧いただけます。
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1. 顧客重視のマネジメントの推進
　お客さま目線で行動することが、野村グループのお客さまとのかかわりの出発点であると考えていま

す。お客さまに対する真摯な姿勢と、マーケットに即応できるスピード感のある組織、これが顧客重視

のマネジメントの基本です。そのために、従来の野村グループの強みである、全国の営業店を中心とし

たコンサルティング営業（対面営業）を一層強化するとともに、近年では多様なお客さまのニーズに対

応できるマーケティング営業（非対面営業）にも力を入れています。そして、変化やニーズにグローバル

レベルで即応すべく、体制面および人材面の整備を進めています。

　このように、お客さまの目線にあわせて、野村グループのマネジメントを多重層化することによって、

さまざまなソリューションを提供し、お客さまが相談したいと思ったときに真っ先にお電話やご来店いた

だける、すなわちファーストコールをいただける先になることを意識しています。一人ひとりのお客さまの

ニーズを把握し、適切な商品・サービスを提供することを通じて、安心と信頼を築いています。

▶コンサルティング営業（対面営業）の強化

　野村グループは、お客さま一人ひとりのニーズ

にきめ細かく対応するために、全国171ヵ店の営

業店を中心とした一対一のコンサルティング営業

（対面営業）を重視しています。こうした対面営

業により提供する安心感こそが「野村の品質」で

あり、長年にわたり築き上げてきた厚い顧客基盤

の基礎をなすものと考えています。

　営業店におけるお客さま対応をサポートする

機能として、営業企画部にトータル戦略推進課

（TSP課）を設置しています。TSP課では、営

業店で発生する顧客ニーズを吸い上げ、商品・

サービスの企画・開発にフィードバックするととも

に、営業支援ツールや営業社員向け研修により、

グループ一体となったお客さまサービスの向上

に取り組んでいます。

▶マーケティング営業（非対面営業）の強化

　近年の顧客ニーズの多様化に伴い、潜在的な

顧客ニーズに対しても適確な対応ができるように、

インターネットやコンタクトセンターを通じた一対

多数のマーケティング営業（非対面営業）にも力

を入れています。

　本年4月には、宣伝部、営業企画部、ほっと

ダイレクト部のマーケティング関連機能を統合

し、統一的な戦略のもと、マーケティングとホーム

ページ、ホームトレード、ほっとダイレクトといった

ネットサービスの展開を行う体制の強化を図って

おります。

　また、昨年7月に、分散していたコンタクトセン

ターを統合し、お客さまのさまざまな声に適確・

迅速に対応できる体制を整備しました。お客さま

との会話から真のニーズを把握し適確に応えら

れるように、オペレーターの育成に力を入れてい

ます。このように、対面営業により培った安心・

信頼という品質を、非対面営業においても十分

に提供できるよう、体制の整備を進めています。

お客さま満足の取組み

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり
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▶チャネル整備と人材育成

　顧客層の拡大に伴い、お客さまの属性や資産

特性に応じて、適切な商品・サービスを提供して

いくことがより重要になっています。体制面では、

お客さま目線でのチャネル整備を行い、これまで

情報・サービスが届きにくかったところに適確に

提供できる体制としました。また、チャネル別の

社員研修を充実させることにより、しっかりとお

客さまのニーズを汲み取り、お客さまに合った商

品・サービスを提供することができる人材の育成

を進めています。さらに、営業店において、お客

さまにとっての最適なチャネルへのご案内を行う

ファイナンシャル・サービス課員のノウハウや事

例の共有を行うことを目的に、3D会議を毎月開

催しております。

▶グローバルなマネジメント体制

　金融資本市場のグローバル化に伴い、事業法

人や機関投資家などの顧客側も地域単位ではな

くグローバルに活動しています。こうした顧客層

のニーズに迅速に対応するために、野村グルー

プでは、従来より、欧州、米国、アジア、日本の4

地域を一体でマネジメントする組織体制を取っ

ており、引き続きグローバル体制を一層推し進め

て参ります。

　さらにリーマン・ブラザーズ承継によりグローバ

ルレベルでの情報データベースや人的リソースを

強化し、高度な顧客ニーズに迅速・適確に対応

できる体制を整えました。

　一方で、新たにCRO（チーフ・リスク・オフィ

サー）をロンドンに配置するとともに、東京にもリ

スク・マネジメント担当役員を配置し、グローバ

ルレベルでのリスク管理体制を強化しました。

▶グローバルでのお客さま満足の取り組み

　特にグローバル・マーケッツ部門やインベスト

メント・バンキング部門においては、リーマン承

継後、グローバルなカバレッジ体制のためのプ

ラットフォームを本格化させております。それに伴

い部門間のグローバル連携を強化しながら、国

内外の情報をタイムリーに発信していくことにより、

お客さまのビジネス拡大およびグローバル展開

をサポートしております。

　

1. 顧客重視のマネジメントの推進

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり
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CASE STUDY

「お客さまの目線でサービスを考える」
自由が丘支店の活動

　野村證券自由が丘支店では、毎月1回B&D委員会を開催

しています。2003年7月から開催しており、開催回数も70

回以上となりました。

　支店長をはじめ各課員がローテーションで全員参加し、意

見を出し合っています。たえずお客さまの視点に立って、より

よい支店作りを考えています。議題は日々の業務を行う上での問題点、お客さまからのご指

摘、お客さまへのサービスの向上などについて、自由に意見交換を行うこととしています。

　自由が丘支店はご来店されるお客さまが多い支店ですので、特にお客さまの目線に立って

どういったサービスが提供できるか、店内のルール、意識付け、気配りに重点をおいて最近

は話し合いをしており、それを基に今月の目標を決めています。たとえば「気配り、目配り、思

いやり」といった内容です。自由が丘支店ではこの活動を中心としてお客さまに気持ちよくご

利用いただける店舗作りに努力しております。

部門を超えたグローバル連携で
アジアにおけるCB発行を支援

　韓国最大の携帯電話会社、SKテレコムは、米ドル建て新株予約権付社債（以下、CB）（3

億3,250万USドル、5年後償還）を発行しました。これは、日本を除くアジアの発行体による

グローバル市場向けのCBとしては、2008年9月以降初となる大型案件（1億USドル以上）

となりました。

　野村は本案件のブックランナーとなり、転換社債のプライシング、アロケーション、お客さま

への情報伝達などの業務を1社で引き受けました。アロケーションは、地域配分も考慮に入

れたうえで、SKテレコムのCBを長く保有するお客さまに重点的に割り当てられました。

　野村のエクイティ・ファイナンスおよびインベストメント・バンキングのチームは、このグローバ

ルなCB案件に対する専門性と部門を越えたチームワークをいかんなく発揮するとともに、お客

さまと長期にわたって築いてきたリレーションも活かし、資金調達を成功に導きました。

1. 顧客重視のマネジメントの推進

CASE STUDY

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



お客さまとのかかわり
Relationship with Customers

31 CSR REPORT 2009

3

いても内容を分析したうえで、お客さまの声が反

映されるよう直接役員や本社関連各部に注意喚

起、改善策を提言しています。これからもそうし

た取り組みを継続し、お客さまとのより深い信頼

関係を築いていきたいと考えております。

▶「お客様相談室」の取り組み

　野村證券では、1991年11月に「営業相談室」

を開設し、2006年10月から「お客様相談室」

に名称を変更しました。また、さらに幅広くお客さ

まの声をお伺いできるよう専用フリーダイヤル「ご

意見・苦情ダイヤル」を設けました。

　お客様相談室は、営業店、フリーダイヤル、本

社宛の手紙・メールなどを経由して寄せられた

お客さまの声を真摯に受け止め、苦情について

は、営業店への対応要請と助言・指導を行って

おります。また、苦情とともにご意見・ご要望につ

70120-56-8604 ご意見・苦情ダイヤル

内訳 件数

苦情 2,389

お問合せ 1,655

ご意見・ご要望 261

その他 338

合計 4,643
苦情
51%

お問合せ
36%

ご意見・ご要望 6%

その他 7%

お客様相談室の苦情件数等 お客さまの声を受けて

お客様
相談室

改善
フリーダイヤル

本社交換台経由

営業店 本社宛
手紙・メールなど

経営

本社関連
各部

営業部店

・各研修　
・イントラネット上での
　情報公開　
・定期刊行物の発行

意見具申

報告・分析

注意喚起

対応要請・指導

情報発信

お客さま

対象期間：2008年4月〜2009年3月

サポート体制

1. 顧客重視のマネジメントの推進

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり
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2. 情報の提供と共有

　また、商品の勧誘にあたっては、お客さまの金

融商品に関する知識や、財産の状況などを総合

的に勘案し、また、お客さま自身に適切な投資判

断を行っていただくため、十分かつ正確な説明

を行うなど、金融商品取引法をはじめとした各業

種に応じた法令諸規則を遵守した勧誘を行って

います。

　このように、野村グループでは、商品の組成、

情報の提供、勧誘のそれぞれの場面において、

金融・証券ビジネスに携わる者としてふさわしい

サービス提供を責務としています。

　野村グループは、お客さまと情報を共有しながらビジネスを行っていくことに基本を置いています。そ

のために、法令諸規則に則った適切な情報提供に加え、顧客ニーズに応じたわかりやすい情報の提供

や、投資教育・セミナーを通じた啓発活動など、お客さまとの情報共有化の取り組みに力を入れています。

▶お客さまとの情報の共有

　金融危機の発端となった一部の証券化商品

等に見られるように、金融商品・サービスは顧客

と事業者との間に情報の非対称性が生じやすく、

複雑化する金融商品の内容やリスクに関する情

報を顧客に対して正確かつわかりやすく伝え、情

報を共有化する姿勢が求められています。

　お客さまに提供する各種金融商品については、

商品の内容について十分に精査を行うとともに、

お客さまへの正確な情報提供、わかりやすい表

示・ご案内に努めています。

商品の組成・提供の考え方

▶タイムリーな情報の提供

　お客さま目線に立ち、お客さまが必要としてい

る情報を必要なときに届けることが重要です。機

関投資家等の専門的な顧客に対しては、野村

グループのグローバルな調査能力を活かした詳

細情報の提供を行っています。一方で個人のお

客さまに対しては、投資情報部を通じて、お客さ

まが求める情報をわかりやすく、そしてよりタイム

リーに提供を行う体制を整備しました。

◦「働く女性向けセミナー」

　野村證券投資情報部と資産運用コンサルティ

ング部は、2008年10月、大手町本社にて「働く

女性向け」セミナーを開催しました。このセミナー

顧客への情報提供

は従来のセミナーと異なり、出席者を限定したセ

ミナーです。対象は、通常セミナーが開催される

日中の時間帯には参加ができない30〜40歳代

の「働く女性」です。セミナー開始時刻は18時

50分からで、投資情報部による投資環境の説

明に続き、資産運用コンサルティング部より「ライ

フプランの考え方」や「ライフプランシミュレーショ

ンの行い方」の説明が行われました。30〜40

歳代の働き盛りであり、かつ、資産形成層である

「働く女性」に向けて新たな情報収集の機会を

提供しました。
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▶営業店におけるセミナーの実施

　野村證券の営業店では、それぞれの地域の団

体や組織と共同で、地域に向けたセミナーや講

演会を開催しています。たとえば、立川支店では

「地域社会への貢献」と「地域コミュニティの連

携強化」を目指して大学とのタイアップセミナー

を実施しました。セミナーは、立川支店主催のセ

ミナーに地域住民が出席し、地域の大学の先生

方が講師を務める形式で行われました。テーマ

は、「食の安全と安心について」「篤姫とその時代」

「失敗の心理学」と多岐にわたりました。参加い

ただいた方々には、同じ地域で活躍している専

門家から話をうかがえる貴重な機会となったの

ではないでしょうか。

▶野村アセットマネジメントの取り組み

　健全な投資家と市場の育成に貢献できるよう、

野村アセットマネジメントでは以下の取り組みを

行なっています。

◦販売会社向けセミナー

　野村アセットマネジメントでは、「顔の見える運

用会社」として、投資信託の販売を支援する充

実したクライアント・サービス体制を構築していま

す。販売会社での販売員向け勉強会、お客さま

向けセミナーを年間約1万回開催しており、初め

て投資信託の購入を検討するお客さまにもわか

りやすい説明の機会を提供しています。当社の

投資信託を保有されているお客さま向けに、運

用報告会も行っており、アフターフォローにも力を

入れています。80名以上の社員が、全国の野村

證券の支店や、銀行、ゆうちょ銀行・郵便局など

で講師を務めています。厳しいマーケット環境の

今こそ、販売会社やお客さまに説明し続けること

が重要だと考えています。

◦NAMサポートダイヤル

　野村アセットマネジメントでは、投資信託の購

入を検討されている方、すでにファンドを保有し

ているお客さま、販売会社などからの投資信託

のお問合わせに直接サポートダイヤル（フリーダ

イヤル）でお応えしています。お客さまや販売会

社の皆さまへの情報提供や説明を徹底し、投資

や投資信託に関する不安や悩みの解決に役立

ててもらっています。

▶法人のお客さまに向けた取り組み

◦内外情勢研究会

　法人のお客さまの中で財務関係の役員・部長

の方を対象に、企業経営に役立つ情報提供を

行っております。毎月1回開催される研究会には、

平均200から300名のお客さまに参加いただい

ております。

◦経済懇話会

　上場企業のお客さまの中から、企業のトップま

たは役員以上の方を対象に、経営に参考となる

情報提供等を目的に開催しております。ネットワ

ーキングや意見交換の場としてもご活用いただ

いております。

◦IB-Wave

　ネットを通じた情報発信サービスとして、法人

のお客さまを対象に、金融経済研究所等のアナリ

スト・レポートを発刊の都度、1日2回発信してお

り、およそ1,500名の方に利用いただいています。

◦Nomura Now　

　お客さまとのコミュニケーション・ツールとして、ク

ロス・プロダクト、クロス・リージョンの広範囲な情報

を統一的にかつスピーディに提供するポータルサ

イトです。お客さまは、ひとつのプラットフォームから、

国内外のマクロ経済や株式、金利などのさまざまな

リサーチレポートやマーケットデータ、分析ツールな

ど、必要な情報にアクセスしていただくことが可能

です。グローバルなお客さまのニーズに対応するた

めに、サイトは、英語、日本語、中国語の言語で展

開予定です（2009年12月リリース予定）。（写真a）

70120-753104サポートダイヤル

2. 顧客重視のマネジメントの推進

a
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AED設置対応拠点数

3. 市場・顧客の多様性への対応
　「貯蓄から投資へ」の流れの中で、まず長期的な視点で資産形成の必要性に気付く機会が大切で

あると考えています。これまで投資にあまり経験がない方にも関心を持っていただくために、新形態の

店舗展開や、インターネット上へのバーチャル店舗の設置、情報発信拠点の開設など、投資を身近に

感じる「場」の創造を進めています。

▶新形態の店舗の開設

　野村證券では、投資の初心者の方でも気軽に

立ち寄れるカフェ併設の店舗として、コーヒーショ

ップ『サンマルクカフェ』との共同店舗を、鎌倉支

店と鶴見支店で営業しています。飲み物を楽しみ

ながら投資情報を入手したり、投資相談ができる

など、くつろいだ雰囲気が特徴です。カフェと野村

證券の共有スペースには、タッチパネルモニター

が組み込まれた大きなテーブルが置かれ、お客さ

まが楽しみながら投資の流れや仕組みを知ること

ができるような工夫が凝らされています。（写真a）

▶情報発信拠点「NOMURA CUBE」の増設

　野村證券では、これまで投資になじみのなかった

方でも簡単に模擬取引などが体験できる情報発

信拠点「NOMURA CUBE（ノムラ キューブ）」を開

設しています。情報端末を使って投資情報などが

手軽に入手できることが特徴で、コンピューターに

不慣れな方でも画面操作をスタッフが丁寧にご案

内することで安心してご利用いただけます。2008

年はつくば支店（2008年12月4日）、梅田ディアモ

ール（2008年7月31日）、京都駅ビル The CUBE

店（2008年8月8日）の3店舗を新たに開設し、既

存の店舗と合わせて国内4ヵ所（京都、梅田、つくば、

霞ヶ関）で展開しています。また、野村證券では、主

にサービスに関する情報提供、告知機会の充実を

図るため、バーチャル店舗をさまざまな外部サイトに

設置しています。これらは、資産運用をまだ考えたこ

とがない方に少しでも野村證券を知っていただき、

投資を身近に感じていただくための「場」の提供活

動として、今後も拡大していく考えです。

▶バリアフリーへの対応

　「誰もが気軽に野村のお店に」

　野村證券では、高齢者の方や身体に障がいが

あるお客さまが全国の各営業店に気軽にお越し

いただき、さまざまな野村のサービスをご利用い

ただけるように、バリアフリー施設の整備に取り組

んでいます。また、ご来店いただくお客さまが心

肺停止状態となった場合でも、緊急事態に対応

できるようAED（自動体外式除細動器）の設置を

進めています。（写真c）

a

b

適合証・認定取得  28店舗

身障者用トイレ 58店舗

身障者用エレベーター 43店舗

出入り口段差解消（スロープ・昇降設備・段差なし） 112店舗

出入り口段差対応（手摺、段差縮小等） 13店舗

障がい者用施設設置対応支店数
▪バーチャル店舗設置サイト（2009年 5月現在）

・日経WagaMaga
・ゴルフダイジェスト・オンライン
・@nifty
・asahi.com
・YOMIURI ONLINE
・新おとな総研
・ウィメンズパーク

c

AEDの設置  9拠点
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Stakeholders Issues of MaterialityMateriality Analysis

金融・経済教育の普及
⇒ P38

地域・社会貢献活動
⇒ P40

社会的課題の解決に
向けた事業活動
⇒ P54

1.

2.

3.

重要性
測定分析

野村グループに
とっての重要性

社
会
に
と
っ
て
の
重
要
性

社会

重要性の測定（⇒P10参照）に
基づき重要項目を報告しています

社会とのかかわり

Relationship 
with Society

野村グループは、社会の一員として有用な活動を続け、豊かな社会の創造に

貢献するために、事業活動を通じた経済・文化・教育の向上を目指しています。

健全な金融市場の育成に向けて、金融・経済教育を通じた次世代の育成に

力を入れています。

また、世界の各事業拠点において、社会貢献活動を通じた地域との交流・対

話を大切にし、信頼関係の構築に努めています。

そして、社会的課題に関連する分野への投資事業を通じて、社会の持続的発

展に貢献しています。

4
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Nomura Fiscal 2008 Topics
金融・経済リテラシーの向上にむけて
教育分野への取り組みを拡大
野村グループが提供する金融・経済教育の全国実績

　「まなぼう教室」は、これまでの金融経済教育の

発展型としてスタートしました。野村グループの社

員が地域の小学校へ出張授業を行い、高学年の

児童向けに為替の仕組みや円高円安の意味な

どを教える体験型授業です。授業では、金融の

専門家の立場から児童に通貨の種類や為替レー

ト、円高円安が貿易に与える影響などについてわ

かりやすく解説するとともに、為替変動を体験でき

るゲームを行っています。2008年度は全国で10

回開催し、650人を超える児童に経済の基礎的

な知識やお金の仕組みについて教えました。

	 開催日	 実施部店	 開催地	 学年	 参加児童数

	 11月13日	 市川支店	 千葉県　学校法人平田学園国府台女子学院	 6年生	 80人

	 11月21日	 調布支店	 東京都　調布市立第一小学校	 1〜6年生	 100人以上

	 11月21日	 CC推進室	 静岡県　御殿場市立原里小学校	 5年生	 103人

	 1月10日	 苦楽園支店	 兵庫県　北凪川連合子ども会	 1〜6年生	 40人

	 1月29日	 豊橋支店	 愛知県　蒲郡市立三谷小学校	 5年生	 64人

	 2月12日	 仙台支店	 宮城県　仙台市立遠見塚小学校	 5年生	 70人

小学生向け出張授業
﹁まなぼう教室﹂の開催

▶﹁まなぼう教室﹂の全国実績抜粋（2008年度）
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小学生向け学習教材『街のけいざい教室』の提供
未来を担う子どもたちに向けて、教育の現場で役立つ教材を、全国の小学校に無料で配布していま

す。2008年度より提供を開始し、延べ2,000校の小学校に17万部を配布しています。

中学生向け学習教材『街のTシャツ屋さん』の提供
社会科公民の副教材として、全国の中学校に無料で配布しています。2006年度より提供を開始し、

延べ3,300校の中学校に33万部を配布しています。

株式学習コンテスト「日経STOCKリーグ」の特別協賛
日本経済新聞社が主催する、中学生、高校生、大学生を対象とした株式学習コンテストです。2000

年度より特別協賛を開始し、延べ14,000チーム、6万人のレポートを審査してきました。

大学生向け「金融教育講座」の提供
将来の日本経済を担っていく学生に、生きた経済や実践的な金融知識の提供を目的として、全国各

地の大学に金融経済教育講座を提供しています。2001年度より提供を開始し、延べ15万人の
大学生が受講しています。

生涯学習としての「金融学習講座」の提供
地域コミュニティーや職場での「生涯学習の場」に、金融・投資の知識を学ぶ学習講座を提供してい

ます。2003年度より提供を開始し、延べ20万人の社会人の方が参加されました。

延べ人数でみる、教育プログラムの提供実績

Nomura Fiscal 2008 Topics

1

2

3

4

5

▪長崎大学で 8年目となる冠講座を実施しました 受講者の声
理論の話だけでなく、実例を出して、しかも最
近のニュースやトピックスを交えてお話ししてく
ださるので、とてもわかりやすいと思いました。
もっと世の中を知ろうという気持ちになりました。
（経済学部3年　奥家真理さん）

ゼミでも投資銀行業務を学んでいてちょうど重
なる部分があったり、レクチャー中にあったサ
ブプライム問題なども自分なりに蓄えてきた知
識とマッチする部分がすごくあったり、今までや
ってきた勉強の中でも一番おもしろかったな、
というのがこの講義の実感です。
（経済学部3年　田代健太郎さん）

特に地方だと実際に企業の現場で働いてい
る方から直接お話を聞ける機会も少ないので、
今後もぜひ講座を続けてほしいです。
（経済学部3年　上野瞳さん）

長崎大学経済学部教授
川村	雄介氏

　野村グループでは、将来の日本経済を担う学

生に生きた経済やより実践的な知識の提供を目

的として、全国の大学で金融教育講座の開催を

2001年度よりスタートしています。

　長崎大学では今年で8年目となる授業が行わ

れ、「グローバル化する世界と資本市場の果たす役割」、「資産運用とライフ・プラ

ンニング」など全13回からなるプログラムを、経済学部の3年生を中心におよそ

400人が受講しました。

　経済学部の川村雄介教授は、「お金の話というのは抽象的で学生たちにはイメー

ジしにくいものです。また、金融、特に証券の分野は、理論もさる事ながら、マーケット

が先行している部分が多くあります。それを理論的に研究することも重要ですが、ビジ

ネスに従事している方々が教室に来て、実務経験と理論を織

り交ぜた講義をしてくれることは、非常に意味があると思います。

金融、証券のリテラシーの底上げを図ろうという長期的な視野

から始まったこの講座は、今年で延べ2,000人の学生が受講し

ましたが、彼らから家族や友人に伝わるなど、実際にはそれ以

上の効果があると考えています」と語ってくださいました。
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1. 金融・経済教育の普及
　経済・社会の変化が激しい時代において、金融・経済に関する知識は、単なる「お金儲け」のため

ではなく、長期的な視野で正しい資産形成を行っていくうえで重要であると考えています。野村グルー

プは、健全な金融市場の育成に向けて、若い世代に対する金融・経済教育にいち早く取り組んできま

した。2001年に開始した大学生向け講座を皮切りに、現在では小・中学生から社会人に至る幅広い

世代への教育・啓発活動に力を入れています。

野村グループが提供する
教育プログラム体系

小
学
生
向
け

『街のけいざい教室』の寄贈
　小学校高学年向けの金融・経済教
育教材『街のけいざい教室』を2008年
に制作し、これまで全国2,000校の小
学校に約17万部を寄贈しました。教材
は、児童用テキストと先生向けの指導
書の手引きで構成されており、3人の主
人公が生活のさ
まざまな場面を通
して、値段、税金、
会社、地球温暖
化などの10のテ
ーマから経済を
学べる内容にな
っています。

『お金のひみつ
ー証券会社の仕事ー』の寄贈
　マンガでお金、銀行、証券会社の役
割をわかりやすく解説しています。主
に小学校向けの金融学習書に協賛し、
2003年に全国約24,000校の小学校、
2,400の公立図書館に寄贈しました。

すべての世代に向けた
「経済学習サイト」の提供
経済学習サイト「man@bow
（学ぼう！）」の運営
　広く一般の方々に、経済・金融に対
する関心、理解を深めていただくために、
日本経済新聞社と共同で「経済学習サ
イトman@bow（学ぼう！）」を運営して
います。経済や投資に関することだけ
ではなく、時事問題やマーケットの動向
などもわかりやすく
解説しており、個
人の資産運用学
習教材としても活
用されています。

『街のTシャツ屋さん』の寄贈
　中学校向け社会科公民の副教材『街
のTシャツ屋さん』を2006年に制作、これ
まで全国3,300校の中学校に約33万
部を寄贈しました。教材は、絵本形式で
複雑な金融経済の仕組みがシンプルに
解説された生徒用のテキストと、ワークシ
ートや授業展開例もついた教師用指導
書で構成され、中学生がTシャツ屋さんを
「起業する」という
話から、企業買収
や国際貿易、企業
の社会的責任な
ど、経済の仕組み
や関連用語が自
然に理解できるよ
うになっています。

中
学
生
向
け

『やさしい金融学』の寄贈
　2005年に『やさしい金融学』
を制作し、全国の約11,000校
の中学校および2,400の公立図
書館に寄贈しました。内容はファ
イナンシャルプランナーの資格を
持つ女性が、近所の中学生たち
に金融や経済の仕組みをわかり
やすく解説していくものです。

中学生〜大学生に向けた
「教育プログラム」の提供
株式学習コンテスト
「日経STOCKリーグ」への
特別協賛
　　　　　	「日経STOCKリーグ」は、日本経済新聞
社が主催する中学生、高校生、大学生を
対象とした株式学習コンテストです。2009
年で第10回目を迎えたこのイベントに、野
村グループは第1回より特別協賛を行って
います。

講
座

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

出
版
物

学
習
教
材

教
育
プロ
グ
ラ
ム
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大
学
生
向
け

日本全国の大学で
冠講座を提供
　将来の日本経済を担っていく学
生に、活きた経済やより実践的な
知識の提供を目的として、全国各
地の大学に金融教育講座を提供
しています。

生涯学習としての金融学習講座の提供
　私たちの生活に深いかかわりを持ちながら、まとまって学
習する機会の少なかった「経済」や「金融」といった「お金」
を取り巻く社会の仕組みについて学ぶことを目的として、地
域コミュニティや職場での「生涯学習の場」に、金融・証券
知識の学習講座を提供しています。講座内容は、より一層
豊かなセカンドライフを過ごすために必要なライフプランや
マネープランの考え方に触れながら、快適な暮らしが創造
できるよう、はじめての方
でもわかりやすいように
心がけています。2003
年より講座の提供をはじ
め、すでに20万人以上
の方に参加いただきま
した。

社
会
人
・
地
域
社
会
向
け

まなびピアへの協賛
　全国生涯フェステイバル（まなびピ
ア）は、生涯学習の振興を目指した
祭典です。2008年は、第20回大
会が福島県で開催され、自治体や
企業が、「学びの発見」や「くらしと学
びのつながり」に関する情報を発信しました。野村證
券福島支店の出展ブースでは、「お金にまつわる○
×クイズ」「子供コーナー」などの企画を実施し、多く
の方々に参加いただきました。

ねんりんピックへの協賛
　野村證券鹿児島支店は、ねんりんピック鹿児島
2008にてブース出展し、特別講演会を実施しました。
（⇒P47参照）

高
校
生
向
け

『金融・ファイナンス教育』の開発
　2007年より野村證券は、金融・ファイナンス分野
の人材育成のために、立命館大学とともに高等学校
における金融・ファイナンス教育の開発に取り組み始
めました。活動内容としては、高等学校における経済
教育の実態調査・研究、教育関係者とのネットワー
ク構築および金融・ファイナンス教育プログラムの開
発・設計などです。2008年度には教材およびプログ
ラムの調査・開発を行いました。

株
式
学
習
コ
ン
テ
ス
ト「
日
経STO

C
K

リ
ー
グ
」へ
の
特
別
協
賛

経
済
学
習
サ
イ
ト「m

an@
bow

（
学
ぼ
う
！
）」の
運
営

『
や
さ
し
い
金
融
学
』の
寄
贈

タイ	
チュラロンコン大学で
金融教育講座を開催
　2003年から開講しているタイのチュラロンコ
ン大学の「金融教育講座」は、今年で6年目を
迎えました。2008年は、野村證券金融経済研
究所アジア調査部の山口正章部長が、「東南ア
ジアの株式市場	グローバル株式市場と地域市
場の相関関係」というテーマで特別講義を行い
ました。

ベトナム	
2つの大学で金融教育講座を開催
　ベトナム国家大学のカレッジ・オブ・エコノミ
クスおよび貿易大学の2校それぞれと共催する
金融教育講座（ジョイント･コース）を2007年9、
10、11月の計3回開催いたしました。

1. 金融・経済教育の普及
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2. 地域・社会貢献活動
　野村グループは国内外で幅広く事業を展開しており、各地域・社会と密接な関係を有しています。

持続的に事業を営んでいく上で、地域の特性や文化、価値観を理解し、地域・社会の一員として信頼

関係を構築していくことが重要であると考えています。そして、文化・芸術・学術分野におけるサポート

や、各拠点における教育支援、福祉、地域活性化などにかかわる地域貢献活動に取り組んでいます。

▶パシフィック・ミュージック・

　フェスティバル（PMF）

　PMFは、20世紀を代表する音楽家レナード・

バーンスタインが提唱した1990年から続く国際

教育音楽祭です。野村グループおよび野村国際

文化財団は、「若手音楽家の育成を通じて、世界

の音楽文化の発展を目指す」という趣旨に賛同

し、当初より特別支援企業として応援しています。

　19回目にあたる2008年は、7月5日から7月

31日まで開催され、世界17ヵ国・地域からオー

ディションで選ばれた127名のアカデミー生が

札幌に集いました。一流の教授陣の指導を受け

ながら、北海道の各都市と東京、大阪で公演を

行いました。1999年には、企業メセナ協議会よ

り教育文化への貢献が評価され、「メセナ育成

賞」を他の協賛企業とともに受賞しました。（写真a）

▶（財）野村国際文化財団の助成活動

　音楽・美術分野における人材育成活動助成

および外国人留学生支援を目的として、1990

年5月に設立されました。

◦芸術文化助成（年間約100件程度に助成）

　若手芸術家の育成活動のための公演、展覧会、

シンポジウムなどの開催に対する助成（2008年

度は美術65件、音楽57件）を行っています。

◦外国人留学生奨学金助成（毎年20名程度に助成）

　日本と諸外国との懸け橋となる人材として期

待される外国人留学生に対して奨学金の交付を

行っています。対象は、日本の大学院(指定校

制)で社会・人文科学の分野を専攻する外国人

留学生です。1991年以来、合計180名へ交付、

助成を行い、卒業生たちは現在、日本および母

国において活躍しています。

　2009年 度の留 学 生 歓 送 迎 会は、2009年

4月に行われ、昨年度で給付期間が終了した

2007年度の奨学生、現在給付期間中の2008

年度の奨学生、そして厳しい選考基準の中、21

倍の倍率で選考された2009年度の奨学生など、

およそ45名が会場に集まりました。歓送迎会で

は、野村ホールディングスの氏家会長より終了生

へ記念品が贈呈され、また2009年度の奨学生

からも「出会いを大切に頑張っていきます」と挨

拶があるなど、今年も野村関係者と奨学生の和

やかな交流の場となりました。（写真b）

文化・芸術・学術支援

a

b
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◦東京藝術大学の顕彰制度「野村賞」

　野村賞は、大学院生が制作した作品の中から、

特に優秀な作品を選考し、大学美術館に収蔵す

ることによって、若手芸術家の育成および芸術

資料の充実を図ることを目的としています。

▶（財）学術振興野村基金の助成活動

　学術振興野村基金は野村證券の創立60周

年記念事業として、1986年に発足しました。こ

の基金は大学の研究者を中心に、主として法学、

政治学、経済学といった分野で助成活動を行っ

ています。2008年度は、研究プロジェクトの助

成に20件、国際交流助成として研究者の海外

派遣や研究者の招聘に33件、そのほか講演会

助成を7件行いました。

▶（財）東京国際研究クラブの事業活動 

　東京国際研究クラブは、世界経済に関する調

査研究、研究会議の開催、および研究成果の刊

行を行い、世界経済の安定的な発展に資するこ

とを目的に、1987年に設立されました。これま

で、数々の研究プロジェクトを支援し、また、米州、

欧州、アジアの著名なシンクタンクをはじめ、各

分野の第一級の識者の参加を得て研究会議を

主催し、その成果を書籍や雑誌の刊行、および

財団のホームページ等を通じて広く一般に公表

してきました。 現在は、マクロ経済と資本市場を

主な研究テーマとしており、刊行した書籍や雑誌

は、全国の約210の大学の図書館等に寄贈して

います。

　2008年度には、「世界の通貨・金融システム

とガバナンス」「サブプライム危機後の金融と証

券化」「全株流通時代の中国株式市場の強化

と整備」をテーマに研究会議を開催し、また書籍

「投資信託の将来」および季刊誌「中国資本市

場研究」を刊行しました。　

　これらの研究成果は、財団のホームページで

も見ることができます。2009年度は、「グローバ

ル・インバランスとアジアの経済成長戦略」「信

用危機後の世界の金融業」「中国の政府系資金

の運用ガバナンス」をテーマに研究会議を開催

する予定です。

http://www.nomuraholdings.com/jp/bunka-zaidan/

（財）野村国際文化財団

http://www.tcf.or.jp/jp/

（財）東京国際研究クラブ

2. 地域・社会貢献活動
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▶野村資本市場研究所

　野村資本市場研究所は、内外資本市場の制

度・構造・動向を専門的に研究する、世界的に

もユニークな組織として2004年4月に発足しま

した。その活動においては、研究を通じた市場

経済のあるべき姿の探求に加えて、中国をはじめ

とする新興国の資本市場の育成に寄与すること

も、重要なミッションとして掲げています。調査研

究活動の成果の一端は、季刊誌『資本市場クォ

ータリー』、『資本市場研究選書』および一般書

籍・ウェブ上の情報提供を通じて、広く日本およ

び世界に発信されております。

　野村グループでは、野村資本市場研究所の

活動に対して、サポートを行うとともに、その研究

成果をいち早く取り入れて、事業活動はもとより

経済・金融教育の場に活かしていくことを心がけ

ています。

▶野村チャリタブル・トラスト

　野村チャリタブル・トラストは、欧州中東アフリ

カ地域の支援を目的にノムラ・インターナショナ

ルPLC（NIP） とその社員らによって2009年7月

に設立されました。トラストは、社員からの寄付と

マッチングを中心とした資金により運営されます。

初回の支援として、対象地域の障がいを持つ若

者に向けて寄付を行いました。今後も地域社会

との持続的なパートナーシップ構築に向け、社員

による取り組みと寄付活動を行ってまいります。

▶野村アメリカ・ファンデーション

　野村アメリカ・ファンデーション（NAF）は1994年

にニューヨーク州で設立されて以来、福祉団体や

科学、文学を始めとする教育機関などを支援してい

ます。対象の団体は大小さまざまであり、文化芸術

促進、科学、教育全般、児童福祉、地域プロジェクト、

世界の貧困や疾患、災害支援と多岐にわたります。

　社会的な課題解決に向けて幅広く寄付を行って

いくために、NAFでは2つのマッチングプログラムを

創設し、ノムラ・ホールディング・アメリカ（NHA）およ

び米国に拠点を置くグループ企業の社員による寄

付と、一定の基準を満たした教育機関および国際

支援団体とをマッチングしています。

http://www.nicmr.com/nicmr/ 

（株）野村資本市場研究所

2. 地域・社会貢献活動

CASE STUDY

東京藝術大学と共同で見学会を開催　
　2008年10月7日と12月9日の２回にわたり、東京藝術大

学（以下、藝大）の上野キャンパスで藝大とのタイアップにより

藝大見学会を開催しました。この会は芸術分野に関心の高

いお客さまをお招きし、若手芸術家を支援したいというニーズ

に応えようと藝大と野村證券とで企画したものです。当日は、

美術学部の保存日本画、日本画、油画、版画、彫刻、工芸の教室などを見学し、学生の真剣

に取り組む姿を目にすることができました。見学後のお客さまと教授陣の懇親会では、支援の

具体的な話題にまで話が広がり、早速、連携の話が生まれるなど大変有意義な会となりました。
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▶東京大学

　野村證券は、東京大学大学総合教育研究セ

ンターと2006年9月より「大学の財務基盤強化

に関する共同研究」（3年間）を実施しています。

日本の大学の教育研究の競争力強化は一国全

体の競争力そのものにも直結する重要な検討課

題であり、中長期的な観点から財務基盤の強

化・充実を図る必要性が高まっています。そこで、

同共同研究は、米国および日本の大学の経営に

関する学術的な成果や金融・資本市場の活用

に関する実態の両側面を踏まえつつ実態調査を

行い、日本の大学が財務運営に取り組むうえで

参考に資する知見やアイデアを提示するとともに、

政策提言も積極的に行うことを目指しています。

　共同研究の一環として2009年1月に野村高

輪研修センターにおいて、「第2回東大‐ 野村

大学経営フォーラム―わが国大学の財務基盤

強化」が開催されました。

▶京都大学

　京都大学と野村ホールディングスは、元京都

大学数理解析研究所教授で、デリバティブ理論

の基礎になった確率解析の創始者で世界的な

第一人者である伊藤清博士が、「ガウス賞」を

2006年に受賞したことを記念して、同大学内に

「伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ）

寄附研究部門」を2007年から2010年までの3

年間設置しています。

　また、野村グループでは、2001年より京都大学

経済研究所とともに「京都大学経済研究所・応用

金融工学（野村グループ）寄付研究部門」を開設

し、金融工学を幅広く応用し、事業リスク管理によ

る企業価値の向上、資産運用の高度化、金融部

門の構造改革などをテーマに研究してまいりました。

産学連携

　2009年3月14日には、「サブプライム問題と世界

同時不況～新しい金融システムのあり方を考える

～」と題した経済教育シンポジウムを開催しました。

（写真a）

▶オックスフォード大学 

　野村数理ファイナンスセンターは、2001年に

オックスフォード大学の産業応用数学センター内

に開設されました。数学とファイナンスの分野に

おける研究促進、特に実用と学術的な数学を融

合した研究を目的にしています。

　2008年2月には「野村チェア（冠教授）」を創

設し、初代教授にリスクコントロールと行動ファイ

ナンスの第一人者である周迅宇教授を迎えて研

究を進めています。

　2009年5月19日には、野村センターの取り組

みのひとつで恒例のアニュアル・レクチャーが開

催され、MITスローン経営大学院教授であるアン

ドリュー・ロー博士が講演を行いました。（写真b）

2. 地域・社会貢献活動
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▶ミラノのボッコーニ大学

　野村グループは、2009年2月、1902年に設

立され経営学・経済学・法学で知られるイタリ

ア・ミラノのボッコーニ大学と、同校にコーポレー

トファイナンス研究のための講座を設立する契約

を交わしました。野村グループのヨーロッパにお

ける大学との産学連携では英国オックスフォード

大学に次ぐもので、今後セミナー、ワークショップ、

レポートや出版物などを通してボッコーニ大学の

研究活動をサポートしていく予定です。（写真a）

▶タイのチュラロンコン大学

　キャピタル・ノムラ・セキュリティーズ・パブリッ

ク・カンパニーLIMITED（バンコク）が、2003

年から開講しているタイのチュラロンコン大学の

「金融教育講座」は、今年で6年目を迎えました。

2008年は、野村證券金融経済研究所アジア調

査部の山口正章部長が、「東南アジアの株式市

場 グローバル株式市場と地域市場の相関関係」

というテーマで特別講義を行いました。

▶ベトナムの2大学

　ノムラ・インターナショナル（ホンコン）LIMITED

（以下、NIHK）は、ベトナム国家大学のカレッ

ジ・オブ・エコノミクスおよび貿易大学の2校それ

ぞれと共催する金融教育講座（ジョイント･コー

ス）を2007年9、10、11月の計3回開催いたし

ました。ジョイント・コース参加学生の成績優秀

者には、NIHKより各大学を通して学費奨学金が

交付され、奨学金は、各大学での年間授業料に

充てられます。

▶産学連携の促進に向けた

　日英合同セミナーに協力

　東京農工大学と英国ブライトン大学の主催で、

2008年4月に英国大使館において開かれたセ

ミナー「国際産学官連携の現状と可能性」に野

村グループも協力し、法人企画部の大森勝部長

が「国立大学法人におけるファンディングの現状

と産学官連携に向けた課題」と題する講演を行

いました。この中で大森部長は英国の関係者お

よび国内の有力大学、連携企業の関係者など

100人を超える参加者に向け、国立大学も国か

らの補助金だけでは経営が難しい時代を迎えて

おり、自前の資金獲得とともに産学連携の推進

が重要な経営課題になっていることを説明。そ

の後のパネルディスカッションでも大学側から企

業への積極的な働きかけが必要であることを強

調し、現状認識の共有を図りました。

 野村グループはかねてから、「キャリアパス多様

化促進事業」として東京農工大学が行っている

ドクター取得者向けの支援活動に協力しており、

今回もそうした関係から国際的なセミナーへの

参加を要請されたものです。（写真b）

2. 地域・社会貢献活動

ホーム > CSR（社会的責任） > 社会とのかかわり

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



社会とのかかわり
Relationship with Society

45 CSR REPORT 2009

4

　野村グループでは、地域・社会の一員として、文化・教育支援活動や福祉・ボランティア活動、地域

経済発展への貢献などさまざまな取り組みを行っています。ここでは、国内における2008年度の地域

貢献活動の取り組み実績と、活動の事例を紹介します。

　日本国内における野村グループの2008年度の地域貢献活動は、全国

171支店のうち、115支店より実施報告がありました。それぞれの地域の

特性に合わせて、活動の内容はさまざまです。たとえば、各地域のお祭りな

どへの協賛をはじめとする地域活動。研修の受入れ、講義などを行う次世

代育成活動。エコキャップ運動や清掃活動などからなる環境保全活動。そ

のほか、スポーツイベント支援、文化・芸術活動、福祉・医療活動などがあり

ました。2008年度の地域貢献活動の延べ実施件数は215件。延べ参

加人数は8,050人以上となっています。

実施件数
215 件

地域貢献活動の内訳

野村グループの地域貢献活動（国内）

日本全体
支店数 171 支店

延べ参加人数 8,050 人以上

関東エリア
地域貢献活動の
実施報告が 53 支店
あった支店数

延べ参加人数 3,450 人以上

近畿エリア

中国・四国・九州エリア
地域貢献活動の
実施報告が 17 支店
あった支店数

延べ参加人数 1,700 人以上

地域貢献活動の
実施報告が 18 支店
あった支店数

延べ参加人数 500 人以上

東海・甲信エリア
地域貢献活動の
実施報告が 13 支店
あった支店数

延べ参加人数 1,000 人以上

■ 地域活動 32件

■ 次世代育成  104件

■ 環境保全  62件

■ スポーツイベント支援 9件

■ 文化・芸術活動  5件

■ 福祉・医療活動 3件

地域貢献活動の全国的な取り組み状況（2008年度）

4

2. 地域・社会貢献活動
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北日本・北陸エリア
地域貢献活動の
実施報告が 14 支店
あった支店数
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各支店での地域貢献活動の事例

▶「FIT チャリティ・ラン2008」に参加

　2008年11月、東京の金融サービス企業が力を合わせ、業界規模で地域のチャリティ団体を支援す

る「FIT チャリティ・ラン2008」（FIT：Financial Industry in Tokyo）が国立競技場で開催され、約200

人の野村グループ社員が参加しました。2005年から今年で4回目となるこの大会は、毎年参加者が増

え続け、今年は4,700人が参加。このイベントで集まった収益金5,800万円は、社会的に意義ある活動

をしているものの、十分な活動資金を確保できていない都内の10団体へ寄付されました。（写真a）

▶第38回「名橋『日本橋』を洗う会」に参加

　2008年7月、東京・日本橋にて、第38回「名橋『日本橋』を洗う会」が行われました。このイベントは、

名橋「日本橋」保存会、地元町会、地元企業ほか各行政庁など、多くの参加者が協力して毎年実施さ

れているもので、中央通り（銀座から､京橋･日本橋を通って神田へ続く､箱根駅伝でもおなじみの幹線

道路）を一時通行止めにして行われます。伝統ある日本橋をきれいにしようというこの活動は、年々参

加者が増え、今年は約1,550人が30度を超える暑さの中、橋磨きに精を出しました。

　掃除の最後には、ヘドロを分解して水を浄化し、豊かな生態系を作り出すEM団子（有機微生物団子）を

川に投げ入れました。野村グループからは、社員やその家族、合わせて138人が参加しました。（写真b）

▶水戸支店　「国民文化祭いばらき2008」に参加

　2008年11月、野村證券水戸支店では、「国民文化祭いばらき2008」に参加し、ブース出展を行い

ました。ブースでは、小中高生向けに、「街のけいざい教室」「街のTシャツ屋さん」「お金のひみつ」など

の本を配布し、来場者にはたいへん好評でした。 

　国民文化祭とは、全国各地から文化芸術愛好者が集い、さまざまな分野で発表・競演・交流をはかる

国内最大級の文化芸術の祭典で、1986年より毎年開催されており、今年で23回を数えます。野村證

券水戸支店は「オフィシャル・パートナー」として、開会式に出席し、国民文化祭を支援しました。（写真c）

▶調布支店　「ちょうふチャリティーウォーク2008」に参加

　2008年10月、野村證券調布支店は、「ちょうふチャリティーウォーク2008」に参加しました。このイベ

ントは、調布市内の企業が中心となって企画・運営したもので、 調布市立第一小学校を起点に、参加

者が地図を見ながら市内各所に設置されたチェックポイントを歩くものです。

　当支店では「まなぼう教室in ちょうふチャリティーウォーク」という為替ゲームを開催し、100人以上

の子どもたちと保護者が参加しました。今回の参加費は、市内で活動する市民活動団体の運営資金を

助成する「えんがわファンド」に寄付され、より豊かな調布の街づくりに使われます。（写真d）
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▶岐阜支店　長良川の清掃活動に参加

　2008年8月、「長良川を美しくしよう運動の会」主催の清掃活動に、野村證券岐阜支店の有志31人

が参加しました。この活動は、毎年、8月第1土曜日に長良川河畔で開催されている「長良川全国花火

大会」の翌朝に、長良川に架かる、鵜飼大橋から忠節橋まで約4キロにわたる両岸を、地域団体ととも

に一斉清掃するものです。「長良川全国花火大会」は、7月最終土曜日に開催される「全国選抜長良川

中日花火大会」と2週連続で3万発の花火を打ち上げ、毎年30万人を超える観客が訪れる、全国屈指

の大花火大会です。当支店では、この活動を通じて、お世話になっている地元の方々や、鵜飼で知られ

る清流長良川に感謝の気持ちを込めて、毎年参加しています。（写真a）

▶岸和田支店　「野村泉州ギャラリー」をオープン

　野村證券岸和田支店では、支店の2階のスペースに2009年2月から「野村泉州ギャラリー」を設置

いたしました。このギャラリーでは、泉州地域全体を大きな地図で表した「泉州ご当地マップ」や、地元

の企業を様々な業種にわたりご紹介させていただく「企業紹介ブース」、さまざまな観点から地元の歴

史・観光などをご紹介させていただく「歴史コーナー」「旧家コーナー」などを設けております。泉州地域

のさまざまな情報を発信することで、地域の皆様が地元への理解を深めると同時に、地元情報を発信す

る場として、地域の活性化の一助になることを目的としております。（写真b）

▶長崎支店　「ばってんリサイクル2008」ガレージセールに出店

　2008年10月、野村證券長崎支店では、支店開設60周年記念行事のひとつとして、長崎市が主催

する「ばってんリサイクル2008」ガレージセールに出店しました。当日の売上金はすべてエコに関して使

ってもらうために寄付をするという趣旨のもと、全社員から家庭で使わない物品を提供してもらい、その

数はおよそ300点にも上りました。当日は雲ひとつない晴天に恵まれ、開始前から大勢の買い物客が詰

め掛けるという盛況ぶりで、売上は9万円を超えました。

　後日、バザーの売上金9万円と社員から募ったチャリティ募金7万円をあわせた16万円を、当支店も協

賛している「エコらんば長崎‐減らそう！ CO₂‐」キャンペーンに寄付しました。この寄付金は、2009年4月

に長崎県内の小学校6年生に配布された「エコカレンダー」作成の予算の一部に充当されました。（写真c）

▶鹿児島支店　「ねんりんピック鹿児島2008」に協賛

　野村證券鹿児島支店では、2008年10月に鹿児島で開催された「全国健康福祉祭（愛称：ねんりん

ピック）」に参加しました。21回目を迎えた今回は、「かごしまで　元気・ふれ合い・ゆめ噴火」をテーマ

に、子どもからお年寄りまで世代を超えた交流を図り、高齢化が進む地域社会のあり方を考えました。

　当支店では、「人生は60代からがおもしろい！ 円熟人生をめざして！！」というテーマでブース出展を

行い、延べ2,000名を超えるお客さまが来場されました。また、慶応大学商学部の清家篤教授を講師

による「エイジフリー社会を生きる」と題したセミナー、拓殖大学の森本敏教授による「当面する国際情勢

と日本外交」をテーマとした講演も開催し、約300人が訪れた会場は活発な質問が飛び交い熱気に包

まれました。当支店では、今後も地域密着型の支店として、地元とのふれあいを大切に、地域活動に積

極的に関わりたいと考えています。（写真d）
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野村グループの地域貢献活動（海外）

　欧州、米国、アジア、日本の4地域を一体でマネジメントする組織体制を推進する野村グループでは、

海外における地域貢献活動にも力を入れています。ここでは、アジア・パシフィック、ヨーロッパ、アメリ

カの3つの海外エリアにおける、地域貢献活動のベストプラクティスを紹介します。

▶［香港］途上国の子どもたちを支援するチャリティ・オークションを香港で開催

　4月17日、ノムラ・インターナショナル（ホンコン）LIMITED（以下、NIHK）および近隣のオフィスの

600人以上の社員が、新年度の始まりを祝うレセプションに参加しました。今回のレセプションのキー

イベントは、途上国の子どもたちに教育の機会を提供している「ルーム・トゥ・リード（Room to Read）」

への寄付を目的としたサイレント・オークションでした。オークションの収益は、インドとベトナムでのルー

ム・トゥ・リードの活動を支えるために寄付されます。このイベントは野村のCSR活動の一環として行わ

れ、ベトナムとインドにおける子どもたちの教育を支援することで、アジアの将来のビジネス・リーダーの

育成をサポートするという思いも込められています。

　オークションの出品物はすべてアジア地域のシニア・マネージャーの寄付によるもので、ロッククライミ

ングのレッスン、ビンテージワイン、高級レストランの招待券や旅行パッケージまで、さまざまな品物が競

売に出されました。寄付金額は、一晩で8万香港ドル（約99万円）に達しました。これは、ルーム・トゥ・

リードにとっては、少女1人が40年分の教育を受けられる、あるいは7千冊の児童書が現地語で出版

できる額に相当します。（写真a）

▶［インド］インドの子どもたちへの食料支援

　インド国内の財界人が集まり、貧困に苦しむ自国インドの子どもたちの救済を目的に設立された「アクシャ

ヤ・パートラ（Akshaya Patra）財団」では、バランスのとれた給食を学校で提供することにより、貧困層の児

童が登校するよう誘引し、子どもたちに心身の発達機会を提供する活動を推進しています。2000年の設

立時の対象児童の数は1,500名でしたが、急速に活動の規模は広がり、2007年11月時点で、14地域の

アジア・パシフィックでの取り組み

2. 地域・社会貢献活動

イギリス

香港

シンガポール

インド

アメリカ
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ヨーロッパでの取り組み

▶［イギリス］UKチャリティ・パートナーシップ

　ノムラ・インターナショナルPLC（以下、NIP）は、社員と社会をつなぐ取り組みのひとつとして、ティー

ンエージ・キャンサー・トラスト（以下、TCT）とのパートナーシップをスタートしました。パートナーシップ

は2009年5月から2011年4月までの2年間で、期間中にノムラ・ロンドンの社員らから集められた寄

付金は直接TCTに渡されます。

公立校約2,000校で、約83万名の児童に給食を提供するまでに発展しています。ノムラ・インターナショナ

ル（ホンコン）LIMITED （NIHK）では、インドが直面する2つの課題である、飢餓と教育問題の克服を目指

すこの給食プログラムに賛同し、野村ホールディングスとともに財団への協賛を行いました。（写真前ページb）

▶［シンガポール］ノムラ・シンガポールLIMITEDの社員がチャリティ・ランに参加

　2009年4月16日、毎年恒例のチャリティ・ランがシンガポールで開催され、ノムラ・シンガポール

LIMITEDの社員80人が参加しました。今回コースとなったのは、シンガポールのF1グランプリと同じ

ルートであるエスプラネード通りをスタート地点とした5.6kmのコースでした。ノムラチームは、当日集ま

った330企業、9,927人の参加ランナーらとともにコースを走りました。

　本チャリティ・ランは、環境への配慮に重点を置いたものになっており、レースの開催に当たっては昨年

同様、オンライン登録、ゴミのリサイクル、会場への移動はマイカーではない交通手段を使うなどの環境キ

ャンペーン(Teaming Up for a Greener Tomorrow)が展開されました。2008年度はランナーズ・ワー

ルド誌が選ぶ「最も環境に優しいレース ベスト10」に選ばれています。集まった支援金は、過去最高額の

3,500,000シンガポールドル（約2億8千万円）となり、14の慈善団体に贈呈されました。アジア・パシフィッ

クの各拠点では、インドやオーストラリアなどで、これ以外にも社員らがチャリティ・ランに参加しています。（写真a）

▶［シンガポール］野村アジアエクイティフォーラムの開催

　2008年7月、投資家と企業をつなぐためのイベントである「野村アジアエクイティフォーラム（以下、

NAEF）」を、シンガポールにて開催しました。環境やCSRへの注目が一層高まるなか、今年で5回目を

迎えたこのイベントでは、グリーン電力でイベント全体の電力を賄ったり、フォーラム期間中の印刷物は

すべて再生紙を使用したり、エコキャップ活動を実施するなど、さまざまなCSR活動を取り入れました。

　また、NAEFでは、世界の食の不均衡を解消するために創設された団体であるTable For Twoを通

じた寄付活動として、ランチの当該予算の1割を上乗せし、途上国の学校給食の普及のために寄付し

ました。さらに、シンガポール最大のNPOであるCommunity Chestより募金箱を提供していただき、

集まった募金は58のチャリティ団体が運営する147の社会貢献プログラムに届けられました。

　当日、アンケートにお答えいただいたゲストのみなさまには、お土産として日本のエコの代表として風

呂敷を差し上げ、日本の伝統に親しんでいただく機会も提供しました。（写真b）
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　チャリティ・パートナーは社員の投票によって選出されます。今回は2,000人以上の社員がパートナー

選出に参加し、その結果TCTが選ばれました。

　TCTは、がんを患う青少年の支援を行う、英国のチャリティ団体で、10代の患者が少しでも病院生

活をストレスなく、健康な子どもたちと同様に過ごすことができるよう、病院内に10代向けの病室を提供

しています。ノムラ・ロンドンの社員から集められた寄付金は、ロンドンのユニバーシティ・カレッジ・ホス

ピタル内の9つの病室の設置に役立てられます。（写真前ページc）

▶［イギリス］地域の学校とのパートナーシップ

　ノムラ・インターナショナルPLC（以下、NIP）は、地域社会全体の発展に向けた取り組みのひとつとし

て、ロンドンで経済的に恵まれない地区にある学校（オークランズ、サウスワーク・パークの2校）とパー

トナーシップを結んでいます。学習の支援や、子どもたちのやる気を起こさせる工夫を盛り込んだイベン

トなど、さまざまな活動を通じて、生徒や教師を支援しています。

　2009年5月に、2日間にわたってオークランズ・スクールの生徒120人がNIPを訪問しました。2日間

のセッションで、生徒たちは、野村のビジネス、社員やカルチャーについての説明を聞いたり、オフィス・

ツアーやクイズ、社員インタビューなどのプログラムに参加したりしました。当日は20人以上の社員がボ

ランティアとしてイベントを支えました。さらに、フィクスト・インカム・ビジネスについてのプレゼンテーシ

ョンや、オークランズ・スクールの指導機関のメンバーであり、NIPリクルーティング・アンド・プログラム・

ヘッドのマルコム・ホートン氏の講義も行われ、生徒たちは話に聞き入っていました。（写真a）

▶［イギリス］ジョシュ・ルーシー・ラグビー・アカデミーへの支援

　ノムラ・インターナショナルPLC（以下、NIP）は、青少年にラグビーを教えるプログラム「ジョシュ・ル

ーシー・ラグビー・アカデミー」を支援しています。ジョシュ・ルーシー氏は2008年11月に引退した著

名なラグビー選手で、本プログラムはルーシー氏が中心となっておこされました。 プログラムは、ロンド

ンで最も経済的に恵まれない家庭が多い地域の一つといわれる、東ロンドン、タワー・ハムレット地区の

小学生にラグビーを教えるものです。120人以上の小学生たちは、10週間にわたり、プロのラグビー選

手やノムラ・ロンドンの社員ボランティアによるセッションを受けたり、ジョシュ・ルーシー氏自らの話を聞

いたりします。アカデミーでは参加者がプログラム後もラグビーを続けられるよう16歳以下のラグビーチ

ームをミルウォール・ラグビー・クラブ内に設置しています。（写真b）

2. 地域・社会貢献活動
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アメリカでの取り組み

▶［アメリカ］デラウェア大学の学生がノムラ・ホールディング・アメリカを訪問

　2009年4月、デラウェア大学ビジネススクールの学生40人がノムラ・ホールディング・アメリカ（以下、

NHA）を訪問しました。この訪問は、デラウェア大学が恒例で行っている「ウォール・ストリート・デイ」プ

ログラムの一環で、NHAは毎年協力しています。

　NHAの部門を代表して、エクイティ、フィクスト・インカム、インベストメント・バンキング、インターナル・

オーディット、広報、人事などからシニア・マネージャーらが参加し、講話を行いました。内容は、アメリカ

経済と雇用環境、金融サービス業界でのキャリアの軌跡、履歴書の書き方や面接対策など、多岐にわた

り、講話後のQ&Aセッションでは学生との活発なディスカッションが行われました。（写真a）

▶［アメリカ］NYの子どもたちにクリスマスプレゼントを～Toys for Tots 2009

　ノムラ・ホールディング・アメリカ（以下、NHA）は、アメリカ海兵隊が主催するチャリティプログラムに

今年も参加しました。 「Toys for Tots」と呼ばれるこのプログラムは、ニューヨーク地域の社会的・経

済的に恵まれない子どもたちにクリスマスプレゼントとして新しいおもちゃを贈るものです。プログラムに

参加したNHA社員は、11月26日から12月19日までの期間中、社内のクリスマスツリーの下に新品の

おもちゃを置きます。おもちゃは、海兵隊の担当者によって12月22日には集められ、子どもたちにプレ

ゼントされました。（写真b）
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　世界各地で大きな災害が発生し、多くの被災者を出したことは、ご存知のとおりです。野村グループ

では、企業市民として、そこに働く社員は個人として、災害に遭われた方々に対して何らかの力になれ

ればという思いから、支援団体を通じて被災地のみなさまに義援金をお送りしました。

災害支援活動

▶「ミャンマー・サイクロン」災害支援

　2008年5月、ミャンマーのヤンゴン付近を通過

した大型サイクロン「ナルギス」は、死者84,500

人、行方不明者53,800人以上、被災者合計

240万人という甚大な被害をもたらしました。野

村ホールディングスでは、被災地救援や復旧に役

立てていただくため、特定非営利活動法人ジャパ

ン・プラットフォーム、日本赤十字社をはじめとする

支援団体に対し、義援金500万円を拠出しました。

▶「中国・四川大地震」災害支援

　2008年5月、中国四川省で発生した大地震

は、死者69,227人、行方不明者17,923人以上

という未曾有の被害をもたらしました。野村ホー

ルディングスでは、義援金1,000万円を日本赤

十字社に寄付した他、アジアの現地法人ノムラ・

インターナショナル（ホンコン）LIMITEDからは

義援金1万米ドルとテント100張り、および社員

からの義援金10万香港ドルを支援団体に寄付

しました。

▶「岩手・宮城内陸地震」災害支援

　2008年6月、岩手・宮城内陸地震の被災地

救援や復旧に役立てていただくため、野村證券

では義援金600万円を拠出し、日本赤十字社な

ど支援団体に寄付しました。

▶「オーストラリア山火事」災害支援

　2009年2月、オーストラリア南東部のビクトリ

ア州において過去数十年間で最悪とも言われ

る大規模な山火事が発生し、210人が死亡、数

百人が負傷、数千人が家を失う大きな被害が出

ました。世界的に関心を集めたこの災害に対し、

野村グループの機関投資家向け委託電子取引

業務を担うインスティネット社は2009年3月、お

客さまに協力を呼びかけて「トレーディング・デ

イ」を開催。この日のオーストラリア国内企業によ

る取引の売買手数料収益すべてを、オーストラリ

ア赤十字社のビクトリア州山火事救済基金に寄

付しました。

2. 地域・社会貢献活動
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　野村グループは、海外・国内のグループ各社が属するそれぞれのコミュニティにおいて、さまざまな

社会貢献活動を行っています。特に、「金融・経済教育」「学術支援」「文化芸術」「国際交流・地域貢

献」「環境」の5つを重点分野と定めて取り組んでいます。

社会貢献支出

▶「イタリア中部地震」災害支援

　2009年4月にイタリア中部で発生した地震に

対し、野村グループの英国の現地法人であるノ

ムラ・インターナショナルPLC並びにノムラ・イタ

リアS.I.M.p.Aは、イタリア赤十字社を通じて義

援金1万ユーロを寄付しました。同時に社員から

の義援金の寄付も受け付けました。イタリア赤十

字社は今回、地震発生から1時間以内にレスキ

ュー隊を派遣し、その後400人以上のボランティ

アも加わって食料や毛布、非常シェルターなどを

被災者に提供しています。

▶日本赤十字社より感謝状贈呈

　2008年11月、日本赤十字社本社にて、ミャン

マー・サイクロン、中国・四川大地震の救援活動

報告会が開催され、野村グループを含む寄付企

業が招待されました。報告会では、支援状況や

災害から半年経った被災地の現状について報

告を受けるとともに、野村グループは日本赤十字

社の近衛社長より感謝状を贈呈されました。今

回の救援活動に関する報告を受け、野村グルー

プが拠出した義援金が、被災者の方々のために

どのように使われたのかを明確に把握すること

ができました。（写真a,b）

■ 金融・経済教育

■ 学術支援

■ 文化芸術

■ 国際交流

■ 地域貢献

■ 環境

■ その他

32%

10%
22%

7%

8%

2%

19%

2. 地域・社会貢献活動
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b

©国際赤十字・赤新月社連盟

総額 約13億円
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3. 社会的課題の解決に向けた事業活動
　本業である金融ビジネスを通じて、医療福祉・食糧資源をはじめとした国内外のさまざまな社会的

課題の解決に貢献していくことが、野村グループに最も期待されている役割の一つであると認識して

います。未公開企業への直接投資およびアドバイザリー・サービス、SRI（社会的責任投資）ファンドの

組成・販売、各種リサーチ活動やコンファレンス開催など、グループの総合力を活かし、社会の持続的

発展に貢献しています。

▶ヘルスケア分野での金融スキームや

　アドバイザリー・サービスの提供

　日本の医療・介護分野は、少子高齢化の急速

な流れのなかで、マーケット拡大が見込まれる一

方、病院の経営が悪化しているなど、持続可能

な社会を実現する観点から、医療再生に向けて、

医療・介護事業者の経営体制の強化、財務改

善が重要な課題となっています。

　野村グループでは、投資を軸に豊かな社会を

実現するために、医療・介護分野においても持続

可能な金融モデルを提案していきたいという考え

のもと、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリ

ーを中心に、ヘルスケア分野で金融スキームやア

ドバイザリー・サービスの提供を行っています。

　たとえば、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイ

ザリーは、群馬県渋川市の「ベルジ」や大阪府吹

田市の「グリーンホスピタルサプライ」などの運営

する有料老人ホームに対し、不動産証券化を手

がけました。これにより経営側には、金利上昇リス

クの回避や固定費の標準化により財務体質の改

善が見込まれるほか、投資に値すると判断された

ことから企業の信用力向上に寄与するメリットが

生まれます。慢性的な資金需要に悩む介護施設

や医療機関には有効な解決策となっています。

　野村グループは今後も、全国の野村證券の営

業店や、過去から取り組んできた資金調達や証

券化、民営化などのノウハウを十分に活用し、公

的医療機関および民間医療機関・介護事業者

に対する各種取り組みについて、積極的に対応

していきます。

▶食糧問題の解消を目指して、

　百五銀行と共同で三重大学に研究室を開設

　野村證券は2008年6月、百五銀行と共同で

三重大学に「創業革新プロジェクト研究室」を開

設しました。このプロジェクトは21世紀に世界規

模での課題となることが想定されている「食糧問

題」の解消に資することを目指して三者が共同し

て取り組み始めました。

　三重大学は農林水産分野の研究が強みであ

り、大正時代中期に設立された三重高等農林学

校からの流れを汲んでいて、1987年に農学部

と水産学部が統合し日本初の生物資源学研究

科を発足させております。また、三重大学は大学

改革の推進に積極的なことでも知られており、こ

の度は大学の強みであるアグリ分野でのベンチ

ャー事業の成長支援を目指し、大学と金融機関

が協力して研究室を設置することとなりました。

　なお、国立大学法人が民間企業と連携してベ

ンチャー支援を行うのは、全国でも初めてのケー

スとなります。

　野村證券では将来をしっかりと見据え、本業

を通じた社会貢献活動により社会課題の解消に

率先して取り組んでまいります。（写真a）
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a▶最新の動きを投資家へ伝える

　各種コンファレンスの開催

　野村證券と野村リサーチ・アンド・アドバイザリー

（NR＆A）は、中長期の新しい成長産業を調査

し、コンファレンスの開催を通じて投資家などに

紹介することで、グローバルな社会課題の解決

に貢献しています。

◦日本が誇る環境技術を世界へ伝える

　「野村地球環境テクノロジーコンファレンス」

　2008年6月、東京・日本橋の本社で、「野村

地球環境テクノロジーコンファレンス2008」を開

催しました。NR&Aは未公開企業のIPO調査お

よび未公開株投資業務を手がけ、近年は特に

地球環境・新エネルギー分野に注目してきました。

このコンファレンスは、同分野の最新動向を投資

家や事業会社へ伝え、資本市場の新たなセクタ

ーとしての知名度向上を目的にしており、5回目

を迎える今回は「日本が誇る環境技術を世界へ」

をテーマとしました。当日は、バイオエタノール製

造向け耐熱性酵素の技術開発、地産地消型バ

イオマス水素製造事業、オイルスラッジ・オイルサ

ンドのリサイクル事業などが紹介され、約140人

の出席者が熱心に耳を傾けていました。（写真a）

◦業界と資本市場を結び15回目を迎えた

　「野村バイオコンファレンス」

　バイオ業界と資本市場の出会いの場としてす

っかり定着した「野村バイオコンファレンス」で

すが、その15回目の会合が2008年11月、東

京の大手町サンケイプラザで開かれました。今

回も360名を超えるバイオ業界関係者、ベンチ

ャーキャピタリストの方々にお集まりいただく盛

況ぶりで、パネルディスカッションでは「アライア

ンス」をテーマにNR&Aの主任研究員、大手製

薬企業のアライアンス担当者、アライアンス支援

企業の代表者の3人が熱い議論を展開しまし

た。（写真b）

◦アグリビジネス活性化のための

　「野村食料資源コンファレンス」

　世界的な食料価格の高騰や、日本の食料自給

率の低下が重大な社会問題となる中、アグリビジ

ネスへの注目が高まっています。こうした環境の

変化を受け、2008年12月、東京・日本橋の本社

で第1回「野村　食料資源コンファレンス2008」

を開催しました。このコンファレンスは業界内外

での情報発信を目的としたもので、当日はNR&A

研究員による業界展望に続き、先進的な取り組

みを行っている企業・機関が事例を紹介。国内

のアグリ企業だけでなく、食品メーカーや流通・

外食、金融機関（銀行、機関投資家、VC）、大学、

官公庁・自治体、メディアなどから320人以上の

参加があり、アグリビジネスへの関心の高さをあ

らためて印象づけました。（写真c）

▶社会的責任投資商品・サービスの

　強化に向けた取り組み

　金融危機や地球温暖化などの課題を背景に、

社会的責 任投 資（SRI：Socially Responsible 

Investment）への関心が高まっています。野村

グループは、環境・社会・コーポレート・ガバナン

ス（ESG）の3つの要因を投資手法に反映した多

様な商品の提供を強化しております。

◦欧州におけるESG

　欧州においてサステナブル・アドバイザリー・

サービスのリーディングカンパニーであるECPIと

のジョイント・ベンチャーを2009年5月に設立し

ました。今後、ESGをテーマにした商品やインデ

ックスの提供を通じて、アジアおよび欧州の個人

および機関投資家のみなさまに多様な投資機会

を提供するとともに、持続可能な社会の発展に

向け積極的に取り組んでまいります。

　ヨーロッパにおいては、社会的責任投資への

フラッグシップレポートとして「The Business of 

b

c

3. 社会的課題の解決に向けた事業活動

ホーム > CSR（社会的責任） > 社会とのかかわり

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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4

▪野村グループの SRI ファンド

◦野村グローバルSRI100
＜愛称：野村世界社会的責任投資＞

社会的責任に関する基準に合致する世界の企業を対象とした指数である“FTSE4 Good 

Global 100 Index”を円換算した動きを捉える投資成果を目指すファンドです。（運用：野村ア

セットマネジメント）

◦モーニングスターSRIインデックス・オープン
＜愛称：つながり＞

国内の上場公開企業を対象とした、わが国初のSRIインデックスである“モーニングスター社

会的責任投資株価指数”に連動する投資成果を目指すファンドです。（運用：野村アセットマネ

ジメント）

◦野村世界SRIインデックスファンド

公募投資信託である「野村グローバルSRI 100」と同一のマザーファンドを投資対象として

いる確定拠出年金加入者向けのファンドです。（確定拠出年金向け）（運用：野村アセットマネジメ

ント）

3. 社会的課題の解決に向けた事業活動

ホーム > CSR（社会的責任） > 社会とのかかわり

Ageing」を2008年11月に発行し、お客さまと

社員がともに成長していくための課題と機会の

検証を行いました。

◦投資と寄付の両面から社会的課題へ貢献

　野村アセットマネジメントは、ライフサイエンス

や環境・新エネルギーなどに関連する企業に対

して投資を行うファンドを設定・運用しています。

また、設立50周年の記念事業の一環として、そ

の委託者報酬の一部を社会的課題に取り組ん

でいる団体に寄付を行います。

　先進国を中心に高齢化が確実に進行する状

況下、医薬品の需要はさらに増加すると予想さ

れており、難治性の疾患の治療に有効なゲノム

新薬への期待や、廉価なジェネリック医薬品へ

の需要が高まっています。世界各国のジェネリッ

ク医薬品関連企業およびゲノム関連企業を主要

投資対象とする投資信託「野村ピクテ・ジェネリ

ック＆ゲノム・ファンド」は、その委託者報酬の一

部を人々の健康増進のための活動を続けている

「社団法人日本WHO協会※1」に寄付します。

　また同様に、環境保全に関わるエコ・エネル

ギーや環境汚染防止、清浄な水資源などの分野

で事業を行っている企業を投資対象とする「野

村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」の委

託者報酬の一部を世界的な地球環境保全の取

り組みを支援している「地球環境基金※2」に寄

付を行います。

※1 社団法人日本WHO協会　世界保健機関（WHO）憲章の精神を広く普及徹底し、その事業の目的達成に協力し、我が国及び海外諸国の国民の健康増進に寄与することを
目的に、1965年国の認める社団法人として設立された。

※2 地球環境基金　1993年創設。国と民間の双方からの資金拠出に基づいて基金を設け、その運用益等を以って内外の民間団体（NGO・NPO）による環境保全活動への助
成その他の支援を行う。

用語解説

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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社員の主体的な
能力の発揮
⇒ P60

多様な人材の融合と
多様な働き方の支援
⇒ P62

人権の尊重
⇒ P66

1.

2.

4.

社員の健康と
安全への配慮
⇒ P65

3.

Stakeholders Issues of MaterialityMateriality Analysis

重要性
測定分析

野村グループに
とっての重要性

社
会
に
と
っ
て
の
重
要
性

重要性の測定（⇒P10参照）に
基づき重要項目を報告しています

社員とのかかわり

Relationship 
with Employees

野村グループは、社員の多様性を重視しており、個性的な強みを持った多様

な人材が融合し、社員と野村グループがともに成長していく好循環を生み出

す組織風土を目指しています。

社員の主体的な能力発揮を支える人材育成体系の整備を重点的に行い、多

様な人材が能力を最大限に発揮できる、働きやすい環境づくりを推進してい

ます。

また、グローバルレベルでの人権意識の浸透に力を入れるとともに、社員の安

全衛生面への配慮を徹底しています。

5

社員
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Nomura Fiscal 2008 Topics
野村グループにおけるダイバーシティとは？

「人」の可能性を高め、価値を最大化する実践的取り組み

▶ダイバーシティの現状
伊藤：野村グループでは、人種、ジェンダー、国籍、
宗教といった、伝統的なダイバーシティの問題に
は以前から取り組んできました。今回、リーマン・
ブラザーズの承継に伴い、自分たち自身、新たな
企業文化との出合いを初めて経験しています。こ
れに適応し、融合していくことが重要となります。
Keay：リーマンにおいては、ダイバーシティが重
要な基盤でした。リーマンとの出合いによって、野
村の多様性は加速されたといえるでしょう。リーマ
ン承継にあたり、ダイバーシティ＆インクルージョ
ン・オフィスを設置したことは、社内外に対する明
確なメッセージといえます。

Wannenmacher：アジア・パシフィック地域は、
多様性に富んだ環境にあります。例えば我々のセ
クションであるプライム・サービスには、性別も宗
教もさまざまな70名のスタッフがいます。出身国は
実に28カ国にも及びます。同時に地域のビジネス
環境も非常に多様性に富んでいます。多様性が、
優秀な人材を惹きつけるとともに、ビジネスにおい
て成果を出すための出発点ともなっているといえ、
これはとてもエキサイティングなことだと思います。
▶ダイバーシティとお客さまへの目線
Wannenmacher：我々の人材の多様性に富ん
だ環境は、お客さまの多様性を反映した結果とい
えます。さまざまな国々のお客さまに対し、さまざま

　私たち、野村グループは、ダイバーシティを単に数字や言葉で表さ

れるものだとは考えていません。野村グループにとってのダイバーシ

ティ、それは、「人」を中心として、ワールドクラスのビジネスを実現す

るための実践的な行動です。

 「野村のダイバーシティ」、それは伝統的にダイバーシティとして扱わ

れてきた領域にとどまるものではなく、より創造的な見地から、社員の

能力を最大限に引き出し、お客さまのニーズに的確に応える環境を

整え、ビジネスパフォーマンスの向上をもたらすものです。「野村のダ

イバーシティ」は、自らの創造性を高め、社員、お客さま、株主、あらゆ

るステークホルダーの価値を最大化することを目指した取り組みです。

・ワールドクラスの 
　企業へ
・さらなる
　ダイバーシティの促進

・一人ひとりの
　個性の尊重

・創造的な
　職場環境の創出

※ダイバーシティをテーマに、ロンドン、香港、日本の3拠点間TV会議による社内ダイアログを実施しました。
　各拠点から人事部門およびビジネス関連部門のマネージャーが参加し、多面的な視点からディスカッションを行いました。

野村の
ダイバーシティ

サイクル

多様な
人材の
集結

能力を
最大限に

発揮ビジネス
機会の
拡大

顧客にとって
快適な環境 ・お客さまの多様な

　ニーズへの対応

・最適な
　サービスの提供

・新たなビジネス
　チャンスの創出

・継続的な
　信頼関係の構築

ダイバーシティ
ダイバーシティとは「組織におけ
る多様性の受容」を意味します。
性別・年齢・民族・宗教・価値
観など外見的・内面的に異なる
さまざまな社員に対して、人権お
よび機会均等上の適正な配慮
を行うとともに、人材の活用に繋
げていくという考え方です。

用語解説



59 CSR REPORT 2009

なバックグラウンドを持つ社員が、それぞれの職
務を通じてサービスを提供していく過程で多様性
につながったのです。ビジネスの観点からみると、
偏った環境は、ビジネスのパフォーマンスにネガテ
ィブな影響を及ぼすのではないでしょうか。
Sweeney：組織として本当に成功している企業
は、多様性がビジネスのあらゆる側面に非常にう
まく融合されています。これが野村でダイバーシ
ティ＆インクルージョンを推進する目的でもありま
す。多様性は主にはビジネスパフォーマンスに関
わるテーマと認識しており、欧州でも、「新・野村」
として顧客とビジネスにフォーカスした明確なダ
イバーシティ・ストラテジーを推進することに重点
を置いています。多様性のあるチームには自然と
さまざまな異なる考え方が生まれます。多様性は、
顧客ニーズの理解のみならず、より創造的、革新
的な対応、ひいてはビジネス機会の獲得をより広
い観点から捉えることにつながります。
梁田：このダイアログを通じて、私の部署もまた、
まさにダイバーシティであることに気付きました。
なぜならお客さまが私たちに求めているものは、
単一の商品だけではなく、統合的なソリューション
であるからです。ダイバーシティは人権などの問
題に留まるものではなく、多様なお客さまのニー
ズに応えることであり、ダイバーシティそのものが
ビジネスであるといえるでしょう。

▶ダイバーシティと社員
三浦：国内の支店では、組織改編により、地域型
社員と全域型社員が従来よりも一緒に仕事をす
るケースが増えました。同時に女性がより能力を
発揮できる環境を整備することにより、女性社員
の中には隠れた才能を発揮しだした人もいます。
多様化の取り組みでもある組織改革によって、社

員がいきいきと働き、顧客サービスの向上、ひい
てはパフォーマンスの向上につながっています。
Sweeney：ダイバーシティ推進の課題は、どうす
れば異なる背景や文化、価値観を持った社員の
可能性や個性を生かし、さらに相乗効果を引き出
すことが出来るか、ということです。文化的背景に
よる誤解を最小限にすることで、社員はそれぞれ
の能力を最大限に発揮しつつ、お互いの連携を
強化できるのです。
Majajas：ダイバーシティは発揮能力主義に重
要な役割を果たすものであることを理解すること
がまず大切です。個々人の違いが職場や同僚か
ら理解され評価されることで、社員はより組織と
の一体感を持って連携し、結果としてよりよいパ
フォーマンスにつながります。社員のみならず、顧
客、株主、その他のステークホルダーから認めら
れる野村になること。これを実現することは、ボー
ダーレスな環境から優秀な人材を惹きつけ続ける
企業になることでもあります。
Keay：ダイバーシティの推進にあたっては、地域
性への配慮が不可欠です。社員、顧客、就職志望
者の人たちの本音を引き出していく必要があります。
例えば実践的なことでは、各地域でトレーニングを
行い、社内での対話の機会を提供することで、社
員の気づきにつながります。一旦気づきがあれば、
変化を生み出し、やがて大きなうねりとなるのです。
Sidebottom：社内の壁や偏見から自由になり、
社員がそれぞれの能力を最大限発揮して、グロ
ーバルに連携して課題を解決していくこと。自ら
の業務に誇りを持つとともに、野村の文化にも誇
りを持ち、ここで働きたいと思えること。これらが、
ワールドクラスの優秀で個性に富んだ人材が集
結して、ワールドクラスのパフォーマンスを発揮す
るための私たちのベースとなっていくでしょう。

社内ダイアログの参加者

●日本

Nomura Fiscal 2008 Topics

●ロンドン
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1. 社員の主体的な能力の発揮
　グローバルに事業を展開する野村グループにおいては、多様なキャリアや価値観をもった社員が能

力を発揮していけるよう、人材育成体制を整備し、充実させていくことが重要であると考えています。

　多様な働き方に対応した採用形態や再雇用制度により、能力を発揮しやすい機会を提供するととも

に、発揮能力主義に基づく適正な評価とフィードバックに努めています。

　また、各階層にわたる充実した教育研修プログラムにより、社員の主体的なキャリア形成を支援して

います。

▶採用について

　野村證券では、多様化する金融ビジネスに対

応していけるさまざまな人材を求めております。当

社の業務内容や働き方を応募者の方により良く

ご理解いただくために積極的な情報発信を行う

とともに、応募者の方の潜在能力も重視した採

用活動を行っております。新卒採用においては、

全域型社員・地域型社員・FA社員という働き方

に応じた採用を実施しております。また、キャリア

採用においては、個別の部門ごとに求められる

人材を全域型社員・地域型社員・FA社員・専任

職またはグローバル型社員として、随時採用して

おります。

▶再雇用制度の導入

　野村グループ各社は、2006年4月より、60歳

で定年または契約上限年齢到達により退職する

社員に対し、再雇用制度を導入いたしました。シ

ニア層社員のうち引き続き就労を希望する者を、

原則としてすべて再雇用し、65歳を上限として、

1年間の有期雇用契約を締結・更新していくとい

うものです。野村證券の実績としては、定年等に

よる退職社員の7割程度を毎年再雇用しており

ます。また、本人の定年等の後の仕事と生活の

充実が図られるよう支援するとともに、本人の能

力と経験を活かして会社経営に貢献してもらうこ

とを期待しております。したがって、社員の能力・

適性・実績等を十分に考慮し、各人に適した業

務・処遇を提示するだけでなく、定年等の後の多

様な働き方・生き方を可能にするよう、勤務形態

を柔軟に選択できる制度設計にしています。

　なお、再雇用制度の企画立案運営機能を担う

組織として、2006年7月より野村證券に「ワーク

ライフ・サポート室」を新設し（現在、同社「人事

部ワークライフ・サポート課」）、定年等に関する

社員の業務、福利厚生、生活設計等に係る個別

案件への対応を図るようにしました。今後とも制

度の改善と円滑な運営に努めていきます。

▶研修・能力開発

　金融・証券業においては、すべての社員が主

体的に能力を発揮し、お客さまに最適なサービス

を提供していくことが必要です。このため野村グ

ループでは、社員の自主的な取り組みに対してさ

まざまな成長機会や教育研修プログラムを提供

しています。

　また昨年度、職業倫理意識の一層の浸透に向

けて、コンプライアンスおよび職業倫理にかかる

教育の強化、ならびに新規採用・配属時における

研修の充実を主な柱として、研修体系を全体的

に見直しました。また、リーマン・ブラザーズを承

継した昨年10月以降、社員の多様性は一層拡

大しておりますが、必要な対応については、今後

ともスピード感をもって取り組んでいく予定です。

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり

www.nomuraholdings.com/jp/csr/
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※1　アシスタント業務担当は除く
※2　キャリア採用社員（アシスタント業務担当者は除く）を対象とした研修です

　教育研修を効果的・効率的に行うため、知

識・スキルの習得においては、従来の集合研修

に加え、3Dシステムによる研修やeラーニング、

通信教育も取り入れています。集合研修におい

ては、主体的に考える力の向上を目指し、あわせ

て社内ネットワークの構築、社外講師による講話

や全国で働く仲間の活躍から刺激を受ける機会

を提供することを目的としています。

　また、社員の能力発揮に必要なスキルの習得

を支援するため、資格試験の受験料や取得費用

を会社が負担するなどの支援制度を整備しており

ます。なお、野村證券における2008年度の社員

1人あたりの教育研修費用は約124,000円です。

◦グローバル・ビジネス・エチケット研修

　日本およびグローバルのビジネス・エチケット

を理解することは、さまざまな文化や背景を持つ

お客さまや社員同士のスムーズな交流に不可欠

です。野村グループでは、人材開発部とダイバ

ーシティ＆インクルージョンチームが共同で、日

本のビジネス・エチケット研修とグローバル・ビジ

ネス・エチケット研修をスタートしました。

　研修は、シドニー、香港、上海、ムンバイ、北京、

シンガポール、東京の各拠点で開催され、2時間

のコースでは、世界の様 な々地域ごとに特有の

社会におけるマナーやビジネス・エチケット、文化

の違いなどについてのセッションが行われました。

　研修後、社員らは、相手のバックグラウンドに

かかわらずステークホルダーと向き合い、お互い

の文化的理解を通じて関係を構築していくこと

の重要性について理解を深めました。（写真a）
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野村證券の研修体系図

1. 社員の主体的な能力の発揮

a

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



社員とのかかわり
Relationship with Employees

62 CSR REPORT 2009

5

2. 多様な人材の融合と多様な働き方の支援
　多様な人材が集い、それぞれの能力を最大限に発揮できるよう、環境を整備していくことが重要であ

ると考えています。そのために、経営層・社員間および組織間の意思疎通を円滑に行っていくことが不

可欠です。

　さらに、「次世代法」への対応をはじめ、育児・介護支援制度の構築を積極的に行い、多様性を支え

る環境づくりを進めています。

▶ダイバーシティに向けた取り組み

　野村グループでは、グループ横断的に社員の

交流やネットワーキング、ダイバーシティ促進に取

り組んでいます。グローバル化、多様化するお客

さまのニーズに対応していくためには、多様な人

材の連携が不可欠との認識から、特にリーマン・

ブラザーズ承継後は、世界の各拠点でダイバー

シティに焦点を当てたさまざまな活動がスタート

しています。なお、2008年度よりダイバーシティ

＆インクルージョン・オフィスを欧州（EMEA）およ

びアジア・パシフィック地域に設置しました。社

員がお互いを尊重し認め合う企業文化を推進し、

ビジネス機会の拡大を目指し取り組みを行って

まいります。

◦日本における取り組み

　「ハッピーキャリア＆ライフからダイバーシティへ」

　男性も女性も自らの能力を最大限発揮できる

職場づくりを目指して2006年8月に発足した「ハ

ッピーキャリア＆ライフプロジェクト」では、グルー

プ横断的に社員が集まり、女性の活躍やネットワ

ーク構築といった課題を中心に検討を行うととも

に、イントラネットを通じた情報共有や社内意識

の向上に向けた施策を実施してきました。

　今後は、これまで女性中心だったテーマをダイ

バーシティへと拡大し、欧州やアジアの社員ネット

ワークと連携しながら、部門や地域を超えて、多様

な社員がひとつとなってお客さま目線でサービスを

提供する野村グループの姿を目指します。（写真a）

◦アジア・パシフィックにおける取り組み

　「アジア横断パートナーシップ」

　香港に拠点を置くダイバーシティ＆インクルー

ジョンチームは、社員向けに新しいプログラムを

開始しました。プログラムは、部門や地域毎の文

化やワークスタイルの違いについて、社員の理解

を促すとともに、違いを超えた連携を支援するこ

とを目的としています。

　社員が自らの能力を最大限発揮するための職

場環境を提供していくというグループの「発揮能

力主義」に応える形でプログラムは開発され、多

様な背景を持つ社員同士が協力してビジネスを

進めていくにあたっての課題や可能性を認識で

きるものとなっています。

　プログラムはシンガポールと香港で展開され、こ

れまでに1,500人以上の社員が参加しました。参

加した社員は、多様性を持った組織の強みや、グ

ローバルに連携する職場環境が、そこで働くグル

ープの社員のみならずビジネスの持続的な成長

につながることについて理解を深めました。（写真b）

◦欧州（EMEA）における取り組み

　「Women In Nomura （W.I.N）の発足」

　リーマン・ブラザーズ承継後、100日という記念

すべき2009年3月4日に、ノムラ・インターナショナ

ルPLC（NIP）で女性ネットワークが発足しました。

　これは、多様化するお客さまやコミュニティに対

応していくためには、社員がその代表として多様

化することが重要であり、それが、よりよいパフォー

a

b

c
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マンスや、職場環境の改善、ブランドの強化につ

ながり、ひいては持続的なビジネスの成長には不

可欠であるとの認識からスタートしたものです。

　W.I.N発足を記念して、サディック・サイード欧

州地域CEOの主催でイベントが開催されました。

イベントのスピーチでは、サディック・サイード欧州

地域CEOが、社内に偏見をなくし、性別や国籍

などにかかわらず優秀な人材を採用し、真の発

揮能力主義を実現することの重要性について述

べました。また、女性社員の代表が、自身の経験

を振り返り、野村の進歩的なカルチャーや、ワーク

ライフ・バランスの秘訣などについて紹介しました。

　イベントには150人以上の社員が参加し、持

続的な成長を目指して、社内横断的なパートナ

ーシップの構築に向けた大きな一歩となりました。

（写真前ページc）

▶野村グループ各社が

　「次世代法」行動計画を達成

　仕事と子育てを両立させ、子育てしやすい環

境整備を進めていこうという法律「次世代育成支

援対策推進法」 （通称「次世代法」）が、2005年

に施行されました。常時雇用労働者が301名を

超える企業は、仕事と子育ての両立支援のため

の行動計画を毎年策定し、計画を達成した企業

は、2007年4月以降、都道府県の労働局長に

申請することにより、認定を受けることができます。

　野村證券では、男性社員の育児休業の取得、

育児をする社員の勤務時間の短縮制度の導入

等を目標として行動計画を定め、それを達成した

ため、2008年度も継続して認定を受けています。
（写真a）

▶コミュニケーション

　野村グループが組織として活性化していくた

めには、活発なコミュニケーションが不可欠です。

トップマネジメント層が国内外の拠点にて、現地

社員らに向けたタウンホール・ミーティングなどを

行うと同時に、マネジメントメッセージや重要な

決定事項などを、イントラネットや社内報などを

活用して社内に広く発信し、積極的なコミュニケ

ーションを図っています。

　もちろん、コミュニケーションはトップ発のもの

だけではなく、各職場においても重要です。社員

を「個」として捉え、発揮された能力に応じた処遇

を徹底していくためには、目標の設定から、その

達成度の評価に至るまで、あらゆる過程で上司・

部下の絶え間ないコミュニケーションを行ってい

くことが不可欠です。日常から社内コミュニケー

ションを積極的に行うことで、適材適所の人材配

置や、社員の育成が可能になると考えています。

◦チャイナ・テーブル

　野村アセットマネジメントは、社内コミュニケー

ションの活性化を図り、多様性を認め合う企業

を目指して、中国籍の社員、中国関連のビジネ

スに携わっている社員、中国に駐在経験がある

社員、そして中国に関心がある社員などを集め

て、「チャイナ・テーブル」というランチミーティン

グを実施しています。時事問題や中国文化・習

慣といったテーマについて、中国語や日本語で

議論を行うことにより、中国への理解を深める一

方、野村アセットマネジメントの「中国力」向上に

も一役買っています。当社のこうした試みは、現

在では、野村證券・野村信託銀行などのグルー

プ会社にもその輪が広まり、参加者はすでに50

人以上と、組織の枠を超えたコミュニケーション

の場として発展を続けています。（写真b）

◦NAMファミリーデー

　2008年8月、野村アセットマネジメントは、家族

の職場理解を深めてもらうため「ファミリーデー」を

開催しました。これは、社員が能力を発揮し、い

きいきと活躍するためには、家族の理解と協力が

a

b
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不可欠であるという考えから、家族が会社を身

近に感じてもらえるよう職場を見学する催しです。

2006年に始まり、3回目を迎えました。今回は42

家族、総勢100人を超える参加があり、職場ツア

ーや、会社ホールを夏祭り会場にしたような催しを

行いました。初めて参加した家族からは、会社や

社員の仕事が身近に感じられるようになったという

声があがりました。社員の働きやすい職場環境づ

くりのためにも、これからも続けていきたい催しです。

▶休日、労働組合について

　野村證券では、年次有給休暇の最大付与日数

は20日で、2008年度の平均取得日数は9.5日でし

た。これまで以上に柔軟な働き方を可能とするため、

2007年4月からは、有給休暇の利便性を向上させ

るべく、半日単位での取得を可能としています。なお、

労働組合については、2つの組合があり、労働協約

の対象となっている社員の割合は71.7%です。

▪野村證券の育児支援・介護支援に関する福利厚生諸制度（2009 年 4 月 1 日現在）

育児支援関連
1.	産前・産後休暇（休業）

産前6週（多胎の場合14週）、産後8週の休暇（休業）を取得可能。2008年度の取得者：165名
出産休暇は、配偶者またはパートナーが出産した場合、年次有給休暇とは別に5日間の休暇を取得可能。

2. 育児休業
子が満2歳になる日まで育児休業を取得可能。休業は2回に分けて取得することが可能（1歳未満のときに1回、及び1歳以上2歳未満のとき
に1回）。復職については、原則として、現職またはそれに相当する職務に復帰。2008年度の取得者：238名

3.	子の看護休暇
小学校就学前の子が負傷し、または疾病にかかった場合、その子の世話をするため、1年に5日間まで、子の看護休暇を有給で取得可能。
2008年度の取得者：322名

4.	育児時間
育児目的で勤務時間を短縮する制度を、子が小学校3年生まで、1日2時間まで利用可能。
2008年度の取得者：61名

5.	託児所費用等の補助
未就学児を養育する社員が託児所等を利用した場合、実費の半額（1子につき月額2万円まで）を、支給。
2008年度の取得者：265名

介護支援関連
1. 介護休業

親、配偶者、子等を介護するため、1要介護状態ごとに1回ずつ、最長で730日まで介護休業を取得可能。復職については、原則として、
現職またはそれに相当する職務に復帰。2008年度の取得者：8名

2. 介護時間短縮勤務制度
介護休業に代えて勤務時間を短縮する制度を、1日1時間以内で通算730日まで利用可能。 
2008年度の取得者：2名

ワークライフ・バランスへの取り組み
❖ 育児・介護ハンドブックの作成（2007年）

仕事と育児・介護を両立しながら働き続けるうえで利用可能な育児・介護関連制度全般をわかりやすく紹介する手引書を作成・配布しました。
❖「女性活躍サポートフォーラム」の開催（2008年3月）

女性社員のネットワーク構築や両立に関する情報交換を目的に、「女性が働くことについて考える」イベントを開催しました。初の試みとして、
会場となった高輪研修センターに臨時託児所を設置しました。
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3. 社員の健康と安全への配慮
　社員が安全・健康な状態で業務に集中できるように、安全衛生面の対策を徹底しています。安全な

職場環境の整備と、社員の健康管理を重視しており、特にメンタルヘルスケアにおいては、診療と併せ

てカウンセリングなどの予防対策や、社員の意識向上にも努めています。

▶安全な職場環境の整備

　業務上の事故や傷病を防止するとともに、安

全かつ快適に勤務できるよう、机の広さや照明

の明るさ、空調・温度調節など、職場環境の整

備に努めています。海外各拠点においても、それ

ぞれの現地法制に従い、必要な取り組みを進め

ています。また、健康面においても、心身の両面

でさまざまな施策を行い、社員一人ひとりの健康

に気を配っています。

▶メンタルヘルスケア

　野村グループは、社員一人ひとりに対してより

よい雇用環境を整えるうえで、メンタル面のケア

は重要と考えています。社内では、「健康管理セ

ンター」において1990年から精神神経科の専

門医による診察を開始し、2001年からは専任の

カウンセラーによるカウンセリングを行う「心の相

談室」を設置しました。

　社外においても「ノムラ健康ダイヤル24」を

1995年に設置、家族も含めた健康相談に24時

間態勢でドクターやカウンセラーが対応しており、

2006年からは日本全国47都道府県で面談によ

るカウンセリングを受けることができるようになっ

ています。2001年には、メンタルヘルスに特化

した「心のほっとテレホン」を設置し、個々人のプ

ライバシーにも配慮した体制でメンタルヘルスケ

アを進めています。また、メンタルヘルス自己診

断ツールの導入や啓発資料の配布、研修も行い、

社員の意識の向上に努めています。

▶健康管理を徹底

　野村グループでは、社内診療施設とは別に社

員の健康推進のための専門部署を設置するな

ど、社員の健康管理に配慮しています。定期健

診、人間ドックなどに関するガイドラインを設定し、

30歳以上の人間ドック受診を義務化し、受診費

用の補助を実施しています。

　また、健康管理の観点から、従来より一定時

間以上の長時間勤務者を対象とした健診を実

施してまいりましたが、2006年4月の労働安全

衛生法改正に対応し、実施頻度を高めるととも

に、受診対象者の範囲を拡大しております。
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採用関係の
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採用担当者への

社内研修
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社外研修会への参加
社内研修の実施

4. 人権の尊重
　野村グループの世界各拠点で働く社員の人権を尊重することは、最も基本的な責任であると認識し

ています。さまざまな差別やハラスメント防止のため、人権啓発委員会を中心とした体制の整備と、役

員、社員に対する人権啓発研修の継続的実施により、グローバルレベルでの人権意識の浸透に努め

ています。

▶人権啓発研修の目的

　野村グループ社員一人ひとりが企業の社会的

責任を自覚し、「差別をしない、させない、許さな

い」を基本理念として、あらゆる人権問題につい

て理解と認識を深め、さらには、自らの問題とし

てとらえ行動することをめざしています。

▶人権啓発研修の実施

　基本理念のもと、野村グループ人権啓発委

員会を設置し、野村グループの全役員に対して、

少なくとも年1回啓発研修を行っています。また、

社員に対しては野村證券人権啓発委員会を中

心として、人権啓発推進体制を整備し、研修を

実施しています。研修のテーマは、同和問題、在

日外国人の問題、障がい者の問題、セクシュア

ル・ハラスメントの問題、パワー・ハラスメントの

問題など、人権問題全般にわたっています。

2008年度実績開催数：29回

受講者数：延べ14,000人以上（野村證券）

▪主な社内研修プログラム
野村グループ役員
人権啓発研修

野村證券
人権啓発委員会

委員長
委員：役員・部長より選任
事務局長：人事担当役員

事務局：人権啓発室

推進委員
各部（室）店の業務管理者

採用選考
システムの
点検・整備

啓発・
研修の実施と
体制の整備

人権啓発推進体制

1.主に外部講師による人権問題についての講演

1.なぜ当社が人権問題に取り組むのか
2.当社の人権啓発推進体制と身の回りの人権問題
3.HIV感染症の正しい理解と当社の基本方針

1.世の中の人権状況と当社の人権問題に対する取り組み
2.社内の人権問題
3.さまざまな人権に関する気づきと各役職がはたすべき役割

1.相手の「きもち」を考える（職場の人権）

1.人権標語の表彰
2.人権問題についての講演
3.世の中の人権に関わる動きと社内の人権問題
4.支店での人権啓発研修会の実施要領の説明

1.最近の世間一般の人権状況
2.野村證券の取り組み
3.各社情報交換

新入社員導入研修・
キャリア採用社員
導入研修

新任役職別研修

本社・支店研修

人権啓発推
進委員研修

野村グループおよび
関係会社との
情報交換会

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり
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◦大手町本社での人権啓発研修

　2009年5月25日～29日の5日間、大手町本

社に勤務する社員を対象に「相手のきもちを考え

る」と題した人権啓発研修を実施し、約3,300人

が参加しました。

　研修では、DVDを視聴した後、個別のグルー

プに分かれて職場での問題点についてディスカ

ッションを行い、話し合いの内容をグループごと

に発表しました。今回は、リーマン・ブラザーズの

アジア・パシフィック部門承継により増加した日

本語を母国語としない社員に向けて英語対応の

時間が設けられたほか、日本語の研修でも外国

人がファシリテーターを務めました。同じ職場で

働きながら立場の異なるさまざまな人の「きもち」

について、人権の観点から日々の言動をあらた

めて考える機会となりました。（写真a,b）

◦役員向け人権啓発研修

　野村グループでは全役員を対象とした人権

啓発研修を年1回以上開くことと定めており、

2008年度も10月、10回目を数える「野村グル

ープ役員人権啓発研修」を東京・日本橋の本社

で開催しました。今回は講師に作家の五木寛

之氏をお招きし、出席したグループ役員102名

に向け「日本人の忘れもの」というテーマで講演。

この10年にわたり、毎年3万人以上の自殺者を

出してきた『鬱の時代』をどうとらえ、各人がどの

ように生きていくべきかについて、五木さんご自

身の体験も踏まえ語っていただきました。

▶セクシュアル・ハラスメントおよび

　パワー・ハラスメントの防止について

　セクシュアル・ハラスメントに関しては、1999年

に「セクシュアル・ハラスメント防止ガイド」を作成、

また2003年には携帯用名刺サイズの「防止カー

ド」を作成し、社内外に3つの相談窓口を設置し、

口頭・文書・電話・メール・第三者からの通報など

の対応をしています。また、いわゆるパワー・ハラス

メントについては、セクシュアル・ハラスメント同様

に、2005年6月より社外相談窓口を設置するとと

もに、啓発・研修などの実施により、防止に努めて

います。

▶ HIV感染症について

　HIV感染症に関しては、1994年に制定したも

のを2006年4月に「HIV感染者についての基本

方針」として改定、企業として差別・偏見をなくし、

人権の保護に一層努めることを明記しています。

▶社外研修会への参加

　人権問題について幅広い意見を取り入れるた

め、人権啓発室、各部（室）店の人権啓発推進

委員を中心に、行政機関や人権に関する諸団体、

NPOなどが主催する社外のセミナー・研修にも

参加しています。

a

b

▪ HIV 感染者についての基本方針
1.	野村グループは、HIV感染者であることを理由とした解雇その他の差別的取扱いはいたしません。
2.	野村グループは、HIV感染者に関する個人情報について、本人のプライバシー保護に第一に配慮し、

秘密を厳守いたします。
3.	野村グループは、健康診断の際にはHIV抗体検査は行いません。
4.	野村グループは、HIV感染予防のためおよびHIV感染者への差別や偏見を防ぐため、役員および社

員がHIV感染症に関する正しい知識を習得するよう啓発に努めます。
5.	野村グループは、HIV感染者が安心して働ける職場環境づくりに努めます。

4. 人権の尊重

ホーム > CSR（社会的責任） > ステークホルダーとのかかわり
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野村グループの教育研修費

 野村證券 その他国内子会社 米州 欧州 アジア 合計
教育研修費（単位：百万円） 1,826 164 125 446 85 2,646

野村證券の社員数

 合計 男性 女性
従業員数 13,377名 7,176名 6,201名
平均年齢 38歳8ヶ月 39歳7ヶ月 37歳7ヶ月
平均勤続年数 12年1ヶ月 13年8ヶ月 10年3ヶ月

野村證券の社員の世代別人数

 合計 男性 女性
30歳未満 3,602名 1,688名 1,914名
30～39歳 3,608名 1,736名 1,872名
40～49歳 3,581名 2,295名 1,286名
50～59歳 2,166名 1,303名 863名
60歳以上 420名 154名 266名

野村證券の女性管理職の状況

 女性 男性 女性比率
2009年7月1日現在 160名 3,978名 3.87 ％
2009年3月末時点 141名 3,677名 3.69 ％
2008年3月末時点 71名 3,285名 2.12 ％
2007年3月末時点 52名 3,203名 1.60 ％
2006年3月末時点 34名 3,093名 1.08 ％

野村證券の高齢者＊、障がい者＊＊の人数

 指針の有無 取り組み 該当者数
高齢者 有り 有り 451
障がい者 有り 有り 284

* 高齢者（60歳以上）はいずれも嘱託契約であり、社員数（就業人員数）には含めていません。
** 障がい者雇用率は1.86 ％（障がい者雇用のデータは、2009年6月1日現在のものです。）

社員データ（2009年3月31日現在）

4. 人権の尊重

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



Stakeholders Issues of MaterialityMateriality Analysis

環境保全活動の推進
⇒ P71

環境問題解決に向けた
事業活動
⇒ P79

環境情報の開示
⇒ P81

1.

2.

3.

重要性
測定分析

野村グループに
とっての重要性

社
会
に
と
っ
て
の
重
要
性

環境

重要性の測定（⇒P10参照）に
基づき重要項目を報告しています

環境とのかかわり

Our Commitment 
to the Environment

野村グループは、グループ全体での環境負荷の低減と、金融を通じた環境問

題解決への貢献を目指しています。

国内においてグループレベルでの環境マネジメントシステムを確立し、包括的

な環境保全活動を推進するとともに、海外各拠点での環境負荷低減の取り

組みを進めています。

一方で、クリーンテクノロジー関連分野への投資を通じて、環境問題の解決

に積極的な企業を金融面から支援しています。

また、環境情報の開示を拡充し、グループレベルでの環境目標の設定と実績

の開示に努めています。

6
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Nomura Fiscal 2008 Topics
グリーン電力の活用とペーパーレス化の推進
環境負荷の低減に向け、金融サービスグループとして重点的に取り組む

	 日程	 イベント名	 	場所	 グリーン電力契約量（kWh）

	 2008年4月	 第28回中央銀行セミナー	 東京	 3,000

	 2008年7月	 野村アジアエクイティフォーラム2008	 シンガポール	 25,000

	 2008年9月	 東海三県ノムラ資産管理フェア2008	 名古屋	 7,000

	 2008年12月	 ノムラ資産管理フェア	 東京	 7,000

	 2009年2月	 関西ノムラ資産管理フェア	 大阪	 15,000

グリーン電力の積極的な活用を推進

　野村グループのCO₂排出量の大部分は電力が占めており、従来から設備改修に
よる省エネ機器への変更を通じて電力使用量の削減を進めてきましたが、さらな
る大幅なCO₂排出削減を図るために、2006年度から毎年、年間590万kWhのグ
リーン電力証書を購入しています。これはCO₂換算で約2,300t、スギの木約
164,000本が1年間に吸収するCO₂に相当し（※）、日本橋本社の使用電力の
50％と高輪研修センターの使用電力の100％に充当されています。
	　2008年度は、野村グループが主催した国内外のイベントにおいて、5回にわた
り57,000kWhのグリーン電力証書を購入し、バイオマス発電による電力でイベントを運営しました。
	　これらグリーンエネルギーへの積極的な活動が評価され、野村ホールディングスは2009年5月、「グリー
ン・エネルギー・パートナーシップ」年次総会において優秀賞を受賞しました。
※排出原単位は、0.386tCO₂/千kwh、50年スギのCO₂吸収量14kg/年

ペーパーレス化の推進

目論見書や報告書の電子化で紙の使用量を大幅に削減

▲ 2009年5月末現在で全口座の約1割にあたる約49万口座のお客さまが電子交
付を承諾。

▲ 取引残高報告書の紙の使用量を従来より25％、1,200万枚削減。この削減
分を積み上げると東京タワー4つ分の高さに相当。

社内における各種帳票類の廃止・電子化

▲「申請・承認システム」の導入により、2009年5月末現在で150種類の帳票を電
子化、年間で約16万枚の紙削減。

▲ 2008年度には野村證券のデータセンターで扱っている全帳票類2800帳票のうち、約450帳票の紙出力
を廃止し、年間で約274万枚の紙削減を達成。

コピー用紙使用量の削減

▲ 2008年度の野村證券全体におけるコピー用紙（A4）の使用量は867トンであり、2006年度の使用量1,027
トンより、約16％減を達成。

▶当社主催イベントにおけるグリーン電力証書の購入実績



環境とのかかわり
Our Commitment to the Environment

71 CSR REPORT 2009

6

1. 環境保全活動の推進
　国内グループレベルでの環境マネジメントシステムを確立し、包括的に環境に関するPDCAサイ

クルを回す体制を整えました。野村グループでは、グループ全体での環境負荷の低減に取り組んで

いますが、特にエネルギー使用量の削減と紙使用量の削減について重点的に取り組んでいます。

　また、国内外の各事業拠点における環境保全活動にも力を入れています。

　野村グループでは、「環境理念」と「環境方針」に沿って、野村グループ全社員が環境保全活動の推進に

取り組んでいます。環境理念は、倫理規程「10.環境問題への取組み」をもとに策定しています。（⇒P85参照）

野村グループの環境理念と環境方針

環境理念

◦ 投資を通じて環境の保全・保護に資する事業を支援します。 

◦  野村グループおよび社会全体の環境リスクを認識し、

 環境の継続的な改善と汚染の予防に取り組みます。 

◦  環境関連法令・規則等を遵守し、 

 広く社外との対話を通じて環境問題に取り組んでまいります。 

◦  事業活動における環境への負荷を認識し、

 廃棄物の削減、省エネルギーおよび省資源の推進に努めます。 

◦  本方針を全社員に周知徹底し、

 ひとりひとりが意識、行動することで環境保全活動を推進します。 

◦ 本方針を一般に公開します。

野村グループは、健全な地球環境こそが、次世代へと続く安定した経済・社会の礎であ

ると認識しています。野村グループは、環境保護に対する責任を常に意識し、環境問題

に積極的に取り組むものとします。

環境方針

ホーム > CSR（社会的責任） > 環境とのかかわり
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野村グループの環境マネジメント推進体制

▶環境マネジメント推進体制

　野村グループは、環境保全活動に関して、

包括的かつ計画的に推進するため「環境

活動ワーキンググループ」を設置しています。

このワーキンググループは、CSR活動を担

う野村ホールディングスのコーポレート・シ

ティズンシップ推進室、野村グループのオフ

ィス設備全般の管理を担う野村證券の総

務部、および野村ファシリティーズが中心と

なっており、環境マネジメントシステムの事

務局として活動しています。

▶環境目標

　グループ各社、各部への環境アンケート

を実施し、本業に関わる環境活動とオフィ

スにおける環境活動の両面についてヒアリ

ングしました。アンケート結果より野村グル

ープの主な環境側面を洗い出し、その中で

も特に重要な内容について環境目的・目標

を設定し、グループ全体での環境負荷の低

減に向けて取り組んでいます。

野村グループの環境マネジメント（国内）

環境担当
役員

2009年度の環境目標
No.	 著しい環境側面	 目的	 目標	 目的・目標達成のための手段

1	社内研修の実施	
2	環境取組みチェックの実施	
3	マネジメントレビューの実施

1	用度品請求システムに商品パンフレットを掲示	
2	用度品発注時にグリーン購入の声掛けの実施	
3	グリーン購入の実施

1	コピー用紙使用削減を呼び掛けるポスター掲示	
2	メール、イントラネットの活用による各部店へのコピー用紙使用削減の啓発	
3	コピー用紙使用量削減の実施

1	電子交付対象とする商品の拡大	
2	お客さまへの電子交付口座のご案内	

1	電子化可能な帳票類の洗い出し	
2	対象となる帳票類を順次「申請・承認システム」に追加	
3	社内への周知・利用促進

1	廃止・電子化可能な帳票数や削減効果等の検討	
2	対象となる業務用帳票類を順次廃止、もしくは電子化	

1	電力使用量データのシステム投入開始	
2	水道・ガス使用量データのシステム投入開始	
3	全体のデータ把握、および問題要因の把握
1	こまめな消灯の推進（ビル内巡回など）	
2	空調の適切な温度管理	
3	高効率化照明への更新
1	工事内容の決定	
2	工事の実施	
3	高効率化の検証
1	切り替え対象車のリストアップ	
2	低燃費車・低公害車の車種選定	
3	社内承認、切り替えの実施

国内EMSの完成

用度品請求システムに
おけるグリーン購入率
75％

用度品請求システムで	
購入したコピー用紙使用量を	
前年度使用量より削減

電子交付承諾口座の拡大		

帳票の削減を推進	

224帳票の紙出力を廃止	
（紙の削減枚数：約70万枚/年）	

国内野村グループ全体の	
エネルギー使用量の把握、	
および目標削減量の検討
日本橋本社ビルにおける	
電力使用量の	
2002年度比8.4％削減

一部所有店舗（19件）の	
照明の高効率化	

営業用自動車の	
低燃費車・低公害車への	
切り替え率　67％

国内EMSの完成

※1	EMS（Environmental	Management	System）＝環境マネジメントシステム

グリーン購入の推進

	コピー用紙	
使用量の削減

冊子（紙）の	
目論見書の	
配布量の削減
「申請・承認システム」	
利用による社内手続用の	
帳票（紙）の削減

社内確認用の	
帳票（紙）の削減	

国内野村グループ	
全体のエネルギー	
使用量の削減
日本橋本社ビルに	
おける、	
電力使用量の削減
所有店舗の	
照明の	
高効率化
営業用自動車の	
低燃費車・低公害車	
への切り替え

国内EMSの構築※1

事務用品の使用

コピー用紙の使用

目論見書の電子交付推進

社内手続用の帳票の電子化

社内確認用の帳票の	
廃止・電子化

電気の使用・ガスの使用・
水道の使用・ガソリンの使用・
重油の使用

電気の使用

電気の使用

自動車からの排気ガス排出

マネジメントシステム

グリーン購入

紙類の削減

温室効果ガス排出量

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5

各部店・
各社

各部店・
各社

各部店・
各社

事務局
（環境活動WG）

1. 環境保全活動の推進

副社長
（COO）

ホーム > CSR（社会的責任） > 環境とのかかわり

www.nomuraholdings.com/jp/csr/



73 CSR REPORT 2009

環境とのかかわり
Our Commitment to the Environment

6

※1	 ISO14001　環境マネジメントにおける国際的な標準規格。企業の環境問題への取り組みを促進するねらいがある。用語解説

a

　野村グループでは、一部海外拠点において

ISO14001※1を取得し、PDCAサイクルに基づ

いた環境マネジメントシステムを展開しています。

▶ノムラ・インターナショナルplcが

　国際環境規格ISO14001を取得

　ノムラ･インターナショナルPLC（以下、NIP）

は、ロンドン本社があるノムラハウスの環境マネジ

メントシステムに対して、ISO14001の認証をブ

リティッシュ･スタンダード･インスティテューショ

ン（英国の規格機関）より取得しています。日本の

金融機関の海外拠点としてこの認証を取得した

のは、欧米ではNIPがはじめてです。ISO14001

認証取得は、従業員やお客さまにもノムラの環境

問題への取り組みを印象付けています。

　ISO14001の認証を維持し続けるには、社員

の継続的な環境改善プログラムへのコミットが欠

かせません。ファシリティーズ･マネジメント･チー

ムは、環境負荷の削減に向けて、電気使用量の

削減、紙資源や缶、ビンなどのリサイクルに徹底

して取り組んでいます。

　また、ヨーロッパにおけるその他の拠点につい

ても、エネルギー使用量の把握準備を進めており

ます。（写真a）

野村グループの環境マネジメント（海外）

1	事務局の立ち上げ（メンバー選定）
2	事務局定例会議の開催
3	環境方針、環境マニュアルの社内承認

1	用度品請求システムに商品パンフレットを掲示
2	用度品発注時にグリーン購入の声掛けの実施
3	グリーン購入の実施

1	コピー用紙使用削減を呼び掛けるポスター掲示
2	メール、イントラネットの活用による各部店へのコピー用紙使用削減の啓発
3	コピー用紙使用量削減の実施

1	エネルギー使用量把握システムの選定	
2	システム内データの現状把握	
3	システムの一部稼働開始
1	空調のコントロールの実施（冷房時間・温度設定、食堂未使用時の室温設定など）	
2	消灯運動の展開	
3	本社照明の高効率化工事の実施
1	対象店舗の選定	
2	店舗ごとの高効率化計画の策定（照明器具、人感センサー類の選定）	
3	計画の社内承認
1	切り替え対象車のリストアップ	
2	低燃費車・低公害車の車種選定	
3	社内承認、切り替えの実施

国内EMSの構築

用度品請求システム
におけるグリーン
購入率　70％

用度品請求システムで
購入したコピー用紙
使用量の前年度比8％削減

国内野村グループ	
全体のエネルギー	
使用量把握体制の構築
日本橋本社ビルに	
おける電力使用量の	
2002年度比7.2％削減

所有店舗の照明の	
高効率化計画策定	

営業用自動車の	
低燃費車・低公害車	
への切り替え率　65％

国内EMSの構築

グリーン購入の推進

コピー用紙使用量
の削減

国内野村グループ	
全体のエネルギー	
使用量の削減
日本橋本社ビルに	
おける、電力使用量の	
削減
所有店舗の	
照明の	
高効率化
営業用自動車の	
低燃費車・低公害車	
への切り替え

国内EMSの構築

事務用品の使用

コピー用紙の使用

電気の使用・ガスの使用・	
水道の使用・ガソリンの使用・	
重油の使用
	
電気の使用	

	
電気の使用	

自動車からの	
排気ガス排出	

マネジメントシステム

グリーン購入

紙類の削減

温室効果ガス排出量

1

6

7

2

3

4

5

2008年度目標の実績
No.	 著しい環境側面	 目的	 目標	 目的・目標達成のための手段	 評価

21.6%
削減

切り替え率
65％

グリーン
購入率75％

9%削減
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▶電力使用量の削減

　空調や照明などの設備更新時に環境負荷の

低いものを選んで設置するなどの設備面の取り

組みと、運用に関わる取り組みにより、電力使用

量の削減を図っています。

　空調については、空調設備を高効率機器に更

新する施策を継続的に行い、電力使用量の削減

を図っています。また、熱源機器更新に伴い使

用エネルギーを重油からガスに変更し、温室効

果ガス排出量削減を進めています。加えて、空

調時間の短縮や設定温度管理など管理体制の

見直しを行っています。

　照明については、照明器具の高効率化計画

を策定して順次実施しております。あわせて、未

使用エリアの消灯の徹底、共用部分などの部分

消灯を行うよう設備を改良するとともに、社員一

人ひとりがこまめな消灯をすることによって、照明

に伴う電力使用量の削減を図っています。

　さらに、各種OA機器の更新にあたり、省電力性

能にも配慮した選定を行っています。モニターのス

リープ機能、省電力AVモニターなどの利用を含め、

OA機器による電力使用量の削減を図っています。

▶グリーン電力証書の購入

　野村グループは、2006年度以降、年間590万

kWhのグリーン電力証書を毎年購入しています。

これは、日本橋本社の約50％及び高輪研修セン

ターの100％の年間使用電力にあたり、グリーン

電力の活用を通じて環境負荷の低減を進めてい

ます。（写真a）（⇒P70参照）

▶東京都地球温暖化対策計画書における実績

　東京都では、環境確保条例に基づき大規模

排出事業所に地球温暖化対策計画書の提出を

義務付け、オフィスビル等の地球温暖化対策を

推進しています。2005年12月、野村證券は本

条例に基づき日本橋本社ビル（本館・別館・旧

館）について、東京都に地球温暖化対策計画書

を提出いたしました。2002年度から2004年度

の平均値を基準として、2005年度から2009年

度までの5年間で6.5%のCO₂排出量削減を目

標としています。2008年度（4年目）については、

21%のCO₂排出量削減を達成しました。

▶燃料の削減（低排出ガス車への切り替え）

　野村グループでは、営業店の外交用リース車

両については、現在、国土交通省認定の低排出

ガス車の導入が約65%（前年度：約63％）とな

っています。またハイブリッド車の導入も進めてお

り、現在44台（前年度：27台）を導入しています。

今後もリース期間満了時に、低排出ガス車への

切り替えを推進していきます。

　また、テレビ会議や各種IT機器の適正な運用

を行い、業務における車両や飛行機などの移動

を減らし、環境負荷の低減を図っています。特に

テレビ会議については、2006年3月までに全事

業所に導入し、運用しています。

▶グリーン購入の推進

　野村グループでは、従来各種製品やサービスの

調達において環境負荷ができるだけ小さいものを

優先して購入するグリーン購入を推進しております。

また、野村證券・野村ホールディングスでは、IT分

野における取り組みとして、主要なIT機器を対象

に、（1）省エネルギー対応、（2）有害物質の削減、

（3）3R（リデュース、リユース、リサイクル）対応、の

観点から購入する製品の選定基準を設定した「IT

機器のグリーン購入ガイドライン」を導入していま

a

エネルギー削減への取り組み

1. 環境保全活動の推進
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す。ガイドラインではパソコン、ディスプレー、サーバ

ー、プリンターを対象とし、購入に際して必要性を

十分に考慮したうえで、購入必須の製品について

は、エネルギー消費効率がより良く、特定の有害化

学物質をできる限り使用していない、環境に優し

い製品を優先して購入することを推奨しています。

a▶目論見書や報告書の電子化で

　紙の使用量を大幅に削減

　「49万口座のお客さまが電子交付を承諾」

　インターネットなどのネットワーク環境が社会的

に整ってきたこともあり、野村證券は紙の使用量

を抑えて資源保護とゴミの減量につなげるため、

お客さまへお送りする目論見書や報告書の電子

データ化を広げています。

　目論見書については2008年4月から、お客さ

まへの電子メールによる交付をスタートさせました。

商品ごとに交付が義務付けられている目論見書は、

詳細な記述が求められるためページ数も多く、その

電子化は紙使用量の削減に大きな効果を発揮し

ます。配信した電子データはページ単位でプリント

アウトすることもでき、必要な情報が見つけやすく、

自分に使いやすい形で利用できるとお客さまからも

ご好評をいただいています。また2008年8月から

は、これも事前に承諾していただいたお客さまを対

象に、印刷物で郵送していた投資信託などをご案

内するダイレクトメールも電子メールに切り替えまし

た。これらの取り組みは事前に承諾を得たお客さ

まに限って実施していますが、2009年5月末現在

で全口座の約1割にあたる約49万口座のお客さ

まに了解をいただきました。

　さらにお客さまにお送りする取引残高報告書

では、電子メールへの切り替えに加え、印刷物に

ついても紙面をより効率的に使うレイアウトに変

更し、紙の使用量を従来より25％、約1,200万

枚削減しました。この削減分を積み上げると東

京タワー4つ分の高さに相当します。

▶社内における各種帳票類の廃止・電子化

◦申請・承認システムの推進

　「約16万枚の紙を削減」

　2008年7月にリリースした社内システムである、

「申請・承認システム」により従来紙で扱ってい

た社内の各種申請書・報告書等の電子化を推

進しています。2009年5月末現在で150種類の

帳票を電子化しました。年間で約16万枚の紙削

減となる見込みです。

◦業務用の帳票書類の廃止

　「約274万枚の紙を削減」

　野村證券のデータセンターから毎日紙で出力

されている帳票書類の業務フローの見直しを継

続的に実施しています。2008年度には当データ

センターで扱っている全帳票類2800帳票のうち、

約450帳票の紙出力を廃止し、年間で約274万

枚の紙削減を達成しました。

▶コピー用紙使用量の削減

　「ピーク時より160トン分の紙を削減」

　コピー用紙の使用量把握、削減のための取り

組みを進めております。2008年度の野村證券

全体におけるコピー用紙（A4）の使用量は867

トンであり、2006年度の使用量1,027トンより、

約16%減となっております。

　これは、2007年度より社内においてポスターやメ

ール、イントラネットなどを活用してコピー用紙使用削

減の意識啓発活動を始めた成果と言えます。（写真a）

ペーパーレス化の推進
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▶エコキャップ運動

　エコキャップ運動とは、ペットボトルのキャップを

リサイクル業者に売却し、代金をNPO法人「世

界の子供にワクチンを日本委員会（JCV）」に寄

贈、ワクチンを購入（キャップ800個で1本分）し

て、発展途上国の子どもたちに送る取り組みです。

野村グループの中では、野村ビジネスサービスか

ら始まり、現在では、グループ全体の活動となっ

ています。回収されたキャップは、リサイクル業者

によって、ベニヤ、建材、文具等に再生されてい

ます。キャップをゴミとして焼却処分するとCO2

が発生するので、小さなキャップによる3R（リデュ

ース、リユース、リサイクル）活動と言えます。なお、

2008年度末で、野村グループ全体でワクチン

1,719本相当を提供しています。（写真a）

▶キッズISO　

　キッズISO（Kids’ISO14000プログラム）は、

NPO法人「国際芸術技術協力機構」が主催す

る子どもの環境教育プログラムです。活動範囲

は世界各地に及んでおり、世界中の子ども達の

環境への意識改革や国際交流を促進していま

す。また、「国連持続可能な開発のための教育

の10年計画(UN-DESD)」のプログラムの一つ

として推奨されています。野村グループは2007

年度より、毎年夏休み期間にあわせて社員とそ

の家族を対象にキッズISOへの参加を募ってお

ります。2008年度は16名が参加し、7日間にわ

たって各家庭で電気、ガス、水などの省エネ作戦

を実施した結果、合計0.189トンのCO₂排出量

削減を達成しました。（写真b）

▶夏休み環境イベントを開催　

　野村ホールディングスコーポレート・シティズン

シップ推進室は2008年8月、「集まれエコキッズ!		

レッツ環境活動!!」と題した小学生向け環境イベ

ントを開催しました。このイベントは家庭における

環境問題への意識啓発を目的としたもので、今回

は社員の子どもとその友人の計14人が参加。最

初に、世界で今起きている環境問題や貧困問題

について世界地図を使いながら勉強しました。そ

の後、自然農法の1つである粘土団子を用いてア

フリカなどで緑化プロジェクトを行っているNPO

法人・横浜アートプロジェクトの榎田竜路理事に

指導を受けながら粘土団子を作り、草木や命の

大切さを体験的に学びました。このプロジェクトは、

粘土に数十種類の種を混ぜ、団子状にして乾燥

させたものを地面に蒔くことで砂漠の緑化を進め

ています。子ども達は、完成した粘土団子を自宅

に持ち帰って実際に蒔くことで、身近な緑化活動

を体験しました。（写真c）

▶野村グループ、「Earth	Hour

　（アース・アワー）	2009」に全世界で参加

　3月28日、アジア、ヨーロッパ、中東地域に拠

点を置く、約30もの野村グループオフィスが、各

現地時間の午後8時30分から1時間照明を切る

「Earth	Hour(アース・アワー)2009」に参加しま

した。また、世界中で800人を超える社員が、自

宅でも同様に消灯を行いました。

　「アース・アワー」は世界自然保護基金（WWF）

によって毎年開催されている、省エネルギーへ

の意識を世界的に高めるためのキャンペーンで、

今年は世界で3,400もの都市が参加しました。

　日々の行動の中で、意識をして資源の無駄を

省き、省エネルギーを推進していくこと、またさま

ざまなビジネスを通じて持続可能な社会に必要

なソリューションを提供することが、野村グループ

a

野村グループの環境保全活動事例

b

c

d
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の環境への取り組みの本質です。こうしたキャン

ペーンにグループ全体で参加することは、一人ひ

とりが意識することの大切さに気付くよい機会と

なりました。（写真前ページd）

▶ロンドンにおける環境保全への取り組み

◦環境保全への積極的な取り組みで「クリーン・

シティ・アワード」の最高賞を3年連続受賞

　野村グループの英国の現地法人であるノ

ムラ・インターナショナルPLC（以下、NIP）は

2008年度の「クリーン・シティ・アワード」で、3

年連続となるプラチナ賞を受賞しました。この制

度はシティ・オブ・ロンドンが1994年に設立した

もので、「リデュース・リユース・リサイクル」を指

針に、街の美観と安全を損なうゴミの削減に取り

組み成果をあげた企業を毎年選んで賞を贈って

います。小さな商店から金融機関、多国籍企業

など規模も業種もさまざまな企業1,700社が参

加し、達成のレベルによって銅からプラチナまで

数段階の賞を設けていますが、最高のプラチナ

賞を受けるのは20社に限られ、次位の180社が

金賞に選ばれます。NIPは2002年度より4年連

続で金賞を受賞したのに続き、2006年度から3

年連続でプラチナ賞に輝いています。

　NIPは2007年にはISO14001の認証も取得

しており、環境プログラムへの積極的な取り組み

を続けてきました。紙やゴミのリサイクル、IT機器

のリユースはもちろん、夜間はパソコンの電源が

自動的に切れる“The	Night	Watchman”や、人

の気配を検知して点灯・消灯するセンサー機能

付き照明などを導入し、オフィスのビル全体でエ

ネルギー消費を抑える工夫を行っています。「ク

リーン・シティ・アワード」をこの数年にわたって

受賞し続けていることは、NIPのこうした取り組み

が環境保全に確かな成果をあげていると社外か

らも評価されていることになります。（写真a）

◦徹底したリサイクル活動

　NIPでは、徹底したリサイクル活動を行ってい

ます。「bin	the	binキャンペーン」を実施し、各デ

スク脇のゴミ箱を廃止し、社員が分別ゴミ捨て

場所までゴミを持っていくことでリサイクルを促進

するとともに、通路にゴミ箱がない美しいオフィス

環境を実現しました。その他、紙、プラスチックボ

トルやプリンターカートリッジ、パソコンのリサイク

ルはもちろん、携帯電話やメガネも回収され、チ

ャリティ団体によって修理された後に発展途上

国に寄贈され再利用されます。また、靴は回収さ

れて綺麗に磨かれた後、チャリティ団体によって

ホームレスの方々に寄贈され、社会復帰の一助

となっております。（写真b）

◦地域の小学校で環境授業を実施

　2009年1月29日、NIPで環境活動を担当す

る社員がロンドンのアレクサンダー・マックロード

小学校を訪問して環境授業を行いました。10歳

から11歳の150名の生徒達が「It’s	Not	Easy	

Being	Green」と題された授業に参加し、地球を

取り巻く状況と、自分達が地球のために今何をす

べきかを、NIPの環境活動を参考に考えました。

NIPは、地域の子どもたちに環境教育の機会を

提供することで、地域社会全体の環境意識の向

上に貢献したいと考えています。（写真c）

▶都市熱や光の景観までに配慮した

　大阪・御堂筋野村ビル　

　2009年2月に竣工し、野村證券大阪支店が

入る御堂筋野村ビルは、環境のためにさまざま

な工夫を施し、建築物環境評価性能「CASBEE

大阪」において公認Aランクを取得しました。同

ビルは地上14階・地下2階・延べ床面積

20,935m²の規模で、基本設計の段階から建

物内部および周囲の環境に配慮。日本で初めて、

公道に面した地上7.5mのピロティ天井内部にド

a

b

c

d

1. 環境保全活動の推進
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ライミスト噴霧装置を設置し都市熱の緩和に対

応したほか、13階に89m²の屋上庭園も設けて

います。また環境への配慮は景観にもおよび、ビ

ル外観のデザインはもとより、夜間の照明につい

ても街の雰囲気に調和しつつ省エネルギー化を

実現する光の演出やLED照明の採用などを行

なっています。（写真前ページd）

▶野村證券名古屋支店が名古屋市の

　エコ事業所に認定　　

　野村證券名古屋支店は2008年11月、名

古屋市内にある証券会社の拠点としては初めて

「エコ事業所」の認定を受けました。この制度は、

事業活動において環境保全に配慮した取り組み

を自主的かつ積極的に続けている事業所を名

古屋市が認定するもので、3年ごとに更新が行

われます。同支店では、空調運転時間の短縮や

労働安全衛生法で定められた最低限の照度を

確保した照明の消灯運動（社員食堂の蛍光灯

本数の4割削減）等による省エネルギー化、低燃

費・低排出ガス車の導入、ゴミの分別回収とリサ

イクルの徹底、環境保全に関する教育および日

常的な啓蒙活動などにより環境負荷の低減に努

めています。（写真a）

▶野村證券の徳島支店、岡山支店で

　LED照明を導入　　

　野村證券の徳島支店と岡山支店では、店舗

内の照明に一部LED照明を導入しました。徳島

支店では、徳島県が推進するLEDバレイ構想に

企業として賛画しており、LED照明を使用したシ

ョーウインドウに改修しました。また、岡山支店

では、ATMの照明にLED照明を導入しました。

LED照明は省エネルギー効果が高く、長寿命な

ことから、電力使用量の削減につながります。

1. 環境保全活動の推進

a
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a

2. 環境問題解決に向けた事業活動
　地球環境保全に関して企業が求められる役割は日増しに大きくなる中、野村グループは本業である

金融ビジネスを通じて、環境問題解決に貢献することが重要と考えています。新エネルギー・クリーン

テクノロジー分野に焦点をあてたクリーンテックベンチャー投資に力を入れ、世界の環境貢献企業を

金融面から支援しています。

▶太陽電池の普及に一役を担う

　インドのメーカーに出資

　ノムラ・インターナショナル（ホンコン）LIMITED

（以下、NIHK）は2008年、インドの電子デバイ

ス最大手モーザー・ベア社の子会社で太陽電池

メーカーのモーザー・ベア・ソーラー社に出資を行

うことで合意しました。モーザー・ベア・ソーラー

社は2005年に設立され、親会社が光ディスク事

業で培ってきた高度な製造技術を基盤に単結晶

および多結晶シリコン型、薄膜型、集光型などさ

まざまな太陽電池技術を有して成長を遂げており、

今回得た資金を近年需要が高まるシリコン型、薄

膜型を中心とした太陽電池製造能力の増強に活

用する計画です。NIHKにとってこの案件はインド

企業としては2件目、環境企業では初めての投資

となりますが、太陽電池の世界的な普及に弾みを

つけると期待されるメーカーを支援することで、環

境関連ビジネスの広がりを積極的にサポートして

いく姿勢を示したことにもなります。（写真a）

▶クリーンテックベンチャー投資で環境へ貢献

　ノムラ・ロンドンの新エネルギー・クリーンテクノ

ロジー・ベンチャーズ・チームは、2007年度に4企

業へ合計US＄32.3m（約30億円）の投資を行い

ました。投資先はいずれもエネルギー関連で高い

技術を持つ企業です。この中から2つの企業の取

り組みをご紹介します。

◦Case-1　Deep	Flex社

　南アフリカ沖490メートルにわたる石油輸送パイ

プの再建プロジェクトでDeep	Flexのパイプ技術が

採用されました。Deep	Flexは、米国ヒューストンに

拠点を置く、フレキシブルパイプ製造に特化した企

業であり、継ぎ目がなく、非金属製のフレキシブルパ

イプの製造において比類ない技術を持っています。

　世界には石油やガスなどの輸送用海底パイ

プラインが多数設置されています。中には老朽

化し、再建時期を迎えているものもあります。パ

イプは、稼動を停止させることなく速やかに交換

されることが求められると同時に、交換に際して

周辺の環境にダメージを与えることのないよう、

軽量で柔軟性に優れたパイプが求められます。

Deep	Flexのフレキシブルパイプは腐食に強く、

高い強度を保ち、かつ軽量であるため、海底とい

う非常に厳しい環境下においても長期間の使用

が可能で、腐食による石油などのもれも防ぐこと

ができます。また、パイプの軽量化によって交換

作業も比較的容易です。プロジェクトは周辺の

海洋に影響を与えることなく、3ヶ月という短期間

のうちにスムーズに完了しました。

◦Case-2　Novinium社

　Noviniumは、米国シアトルに拠点を置く、地

下電力ケーブルの耐用年数延長技術に特化し

た企業です。

　地下電力ケーブルは時間の経過につれ環境

によるダメージを受け、停電などの問題が起こり

やすくなります。カナダのサスカチュワン州中央部

に位置するサスカトゥーン市をカバーしている送

電ケーブルも老朽化により停電が頻発していまし

た。地域最大の電力公社であるサスカトゥーン・

ライト＆パワー社は、Noviniumと共同で、ケーブ

ルの修復作業を行いました。

　Noviniumの電力ケーブル修復技術は、特殊
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な液体をケーブルに注入することで、老朽化し

たケーブルを再生し、耐用年数をおよそ40年延

長すると同時に、電力供給の信頼性を向上させ

ます。このプロセスでは、ケーブルの交換作業が

発生しないため、エネルギーやコストが抑えられ、

地域住民の生活への影響もほとんどありません。

作業は悪天候の中で行われましたが、予定より1

週間短い2週間でプロジェクト完了となりました。

▶食料資源問題など社会的課題への

　投資を通じた貢献

　世界的な食料価格高騰と国内の食料自給率

の低下が大きな問題となり、食料資源の確保と

日本農業の活性化が喫緊の課題といわれるな

か、中長期の視点で、食料・農業関連産業であ

るアグリビジネスを成長分野として捉える新しい

企業群が誕生しています。

　アグリビジネスについては、食料需給関係から

みたニーズが存在し、また日本には技術力を持っ

た多くのベンチャー企業や、地域の知見の蓄積

があります。一方で政策・制度面の整備や、資

本市場とのパイプづくりなど、成長に向けた基盤

整備が必要であり、産業としては黎明期にあると

いえます。

　野村グループは、アグリビジネスを環境・新エ

ネルギー分野、ライフサイエンス分野と並ぶ21世

紀の成長産業として捉え、未公開企業の新規株

式公開支援を行う野村リサーチ・アンド・アドバ

イザリーを中心に、主に調査、コンファレンス、出

資の三つの側面で市場の成長を支援しています。

　調査に関しては、食料価格の高騰や農地法改

正による民間企業の参入可能を契機に、2005

年度から「食料資源」というテーマで本格的に調

査を開始しています。コンファレンスに関しては、

アグリビジネスに係わる企業や地域金融機関、

官公庁、自治体などの関係者を集めたコンファレ

ンスを2008年度より開催し、さまざまな関係者

のマッチングの場を提供しています。

a　出資に関しては、2008年度に完全密閉型ク

リーンルームで栄養価の高い野菜を安定的に生

産する植物工場関連企業への出資や、農業版バ

リューチェーンの構築による農地再生を手がける

農業再生関連企業などへの出資を実施しました。

　市場を判断する上で重要なことは、規模、成長

性、そして社会的必要性です。特に社会的必要性

が高い産業は成長への潜在力を持っており、現

在閉鎖的な市場を、どのように拡大していくかとい

うシナリオづくりが重要です。また、農業従事者が

持続的に利益を上げられるビジネスモデルという

視点が、農業再生による地域活性化のために欠

かせません。こうした観点から、企業への出資に

あたっては、生産から加工、販売、更には周辺シス

テムに至るバリューチェーン全体の仕組みがきちん

と考えられているかという点を重要視しています。

　アグリビジネスに関して日本が持つ技術は、世

界的な食料問題にも貢献できる可能性がありま

す。今後は世界の各地域の特性と日本の技術の

マッチングという点から、野村グループのグロー

バルなネットワークとノウハウを積極的に活かして

いきたいと考えています。

　野村リサーチ・アンド・アドバイザリーでは、こ

の他にも、環境・新エネルギー分野およびライフ

サイエンス分野における先端企業に対する投資

を積極的に行っており、LED開発や風力発電、

および新型インフルエンザワクチン開発関連企

業などへの出資を通じて、未来に向けた産業の

創造を支援しています。（写真a）

▶排出権取引を支援

　野村證券では、排出権の商品提供をする体制

を整えました。排出権取引とは、企業や国が一

定以上の温室効果ガス排出量の削減目標に対

し、削減超過分や不足分を「排出権」として市場

で売買することです。	お客さまのご要望に合わ

せてご提案、ご提供することで、温室効果ガス削

減に向けた取り組みをご支援しています。

2. 環境問題解決に向けた事業活動
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3. 環境情報の開示
　環境マネジメントシステムの構築により、環境パフォーマンスデータに関してもグループレベルで把

握できる体制が整いました。2006年度、2008年度と把握対象を拡大しているため各種データの増

加がみられますが、原単位あたりでは改善しています。今後も野村グループ全体での環境負荷低減

に向け、グループレベルでの包括的な実績データの収集と開示に取り組み、海外を含めた環境情報

の包括的開示に努めていきます。（⇒対象範囲はP82の表を参照）

▶2008年度の環境負荷低減活動の主な成果
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0

95,000

85,000

75,000
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0
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12,565

13,229

45,913

43,613

33,131

30,831

32,624

30,324

（単位：トン） （単位：千kwh）

（年度） （年度）

※ は、グリーン電力証書購入分を考慮した場合の、みなしCO₂排出量です。

Aと同じ
範囲拡大

92,903

84,568

78,848

31,29929,190

▶ CO₂ 排出量 ▶電気使用量

A
リーマン・ブラザー
ズ承継分のデータ
を新たに追加
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三母店以外の国
内163支店、グル
ープ会社のデータ
を新たに把握

Aと同じ
範囲拡大

日本橋本社ビルにおける電力使用量は、2002年度比7.2％削減の目標に対して、21.6％の削
減を行いました。

営業用自動車の低燃費車・低公害車への切り替え率は、65％を達成しました。

用度品請求システムにおけるグリーン購入率は、75％まで向上しました。

用度品請求システムで購入したコピー用紙使用量は、前年度比8％削減の目標に対して、9％の
削減を達成しました。

1

2

3

4

野村グループの環境パフォーマンス（国内）
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B
リーマン・ブラザー
ズ承継分のデー
タを新たに追加

日本橋本社ビル群

CO2
電気
ガス
水道
重油
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コピー用紙
紙類リサイクル率
廃棄物リサイクル率
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ホーム > CSR（社会的責任） > 環境とのかかわり
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範囲拡大
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▶ガス使用量 ▶水道使用量 ▶重油使用量

▶グリーン購入比率 ▶コピー用紙使用量（野村證券全体） ▶紙類リサイクル率

▶廃棄物リサイクル率 ▶野村グループの環境パフォーマンスの対象範囲

▶ CO₂ 排出量 ▶電気使用量

野村グループの環境パフォーマンス（ロンドン）

www.nomuraholdings.com/jp/csr/

三母店
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第三者意見

外部評価

　私は、今日の経済危機を引き起こした原因の一つとして、将来あるべ

き自社の姿を見失うまでに過剰化した短期利益至上主義に基づく企業

運営があったと考えている。

　そのため、今日の企業経営において必要な要素として、

（1） 「社会の一員」としての確固とした経営理念

（2） 経営理念に裏打ちされた持続的な成長を目指す活動

（3） 社会の要望に適応可能なしなやかさを持った意思決定の環境

の3点が欠かせないと考えている。

　また、私はCSR推進活動においてマネジメントとコミュニケーションと

いう2つの側面に整理し、行動することが肝要であるとも考えている。

　野村グループにおけるCSR活動全般に対して評価すべき点を述べて

みたい。

　まずCEOメッセージでは、野村グループのCSRについて創業以来掲

げている「投資を通じて豊かな社会の創造を貢献する」ことを実現する

という目的のために、5つの視点で示している。そのうちの4つについて

は、下表の通り昨年に引き続きマネジメント層に対して実施したマテリア

リティ測定の深掘りをもとに抽出した、野村グループにとっての重要課題

との相関性を見いだすことができる。

　そして、5つ目の視点である「社会の声を聞き、先んじていく経営」は、

経営者自らが意思決定時の考慮事項としてあげてきた「ワールドクラス」、

「スピード」、「変化を作る」というキーワードに「社会の声を聞く」を追加

するという意と取れ、野村グループが今後CSR経営を実現していく上で

とても重要な位置を占めるといえよう。そして、この進展は野村グループ

におけるCSRマネジメント体制が、担当部門であるコーポレート・シティ

ズンシップ推進室やCSR委員会を通じて機能し始めていることの現れ

　野村グループのCSRへの取り組みは高く評価され、
野 村ホールディングスは、Dow Jones Sustainability 
Indexes（ダウジョーンズ・サステナビリティ・インデック
ス）、FTSE4Good Index、MS-SRI（モーニングスター社
会的責任投資株価指数/ 2006年9月時点）の3つのSRI

（Socially Responsible Investment：社会的責任投資）
インデックスの組入銘柄として採用されています。

Dow Jones
Sustainability Indexes
米国ダウ・ジョーンズ社とスイスのSAM

（Sustainable Asset Management） 
が選ぶ、世界ではじめて作られたサス
テナビリティ株式指標。

FTSE4Good Index
英国のフィナンシャル・タイムズ社とロンドン証券
取引所の子会社であるFTSEが作成する、世界
中の優良企業を選定した社会的責任投資指標。

MS-SRI
モーニングスター株式会社が国内上場企業の
中から社会性に優れた企業と評価する150社
を選定し、その株価を指数化した国内初の社会
的責任投資株価指数。

であると考えている。

　このように、上述の（1）、（2）ま

では曲がりなりにもその方向性や

目的がはっきりしつつある中、さら

にもう一段高いレベルのCSRマネ

ジメントを実現していくためには、

以下の項目についてもう少し突っ

込んだ取り組みをして貰いたい。

　第一に、社会から野村グループ

に対して何を期待されているかと

いう点での感度を上げることである。野村グループが自社独自のCSRを

取り組んでいくという考え方は大切ではあるが、グローバル企業として社

会が何を望んでいるか、そしてその声を現状の活動に対してどれだけ反

映させ、活用できるかを真摯に聞き取り、検証した上で実現可能なもの

から積極的に取り組んでいく姿勢が必要である。そのためには、CSR委

員会等の機関をより有効に活用し、社会の声やニーズを積極的に経営

幹部へと伝達していくことが求められる。

　第二点として、今後更に自社にとって重要とされる事項についての深

掘りを行っていく上では、社会に対しより積極的に自社の経営活動にお

ける各種のデータを開示する必要がある。これは、野村グループが自ら

のCSR活動やその取り組み姿勢をステークホルダーに語りかける上で

も必須といえよう。

　コミュニケーションの面においては、昨年リーマン・ブラザーズのアジ

アおよびヨーロッパにおける人的資産を承継したこともあり、ダイバーシ

ティ（多様性）に重点をおいて活動を展開してきたことに加え、「社会との

かかわり」という分野において、従来の大学等への冠講座の開設に留ま

らず、小学校向け出張授業「まなぼう教室」の中で、野村グループの社

員が自ら率先して地域の小学校に出向き、金融や証券の知識を直接教

える活動を積極的に展開したことは評価できる。

　その一方で、社内におけるコミュニケーションを更に強化していくため

には、CSRに取り組む姿勢を統一させねばならない。その意味から、今

年から発行するCSRレポート別冊版を、社内におけるCSR浸透普及の

側面からも有効活用できるように工夫を凝らしていくことを期待したい。

 トップメッセージ マネジメント

1.「お客様目線」での事業を展開

2.金融・経済教育への支援

3.グローバル化の進展と豊かな社会の創造

4.社員の能力・適正に活かす

【重要課題①】 
顧客目線に徹した実体経済への貢献

【重要課題②】 
投資を通じた豊かな社会の創造

【重要課題③】 
人材の多様性の推進

経済人コー円卓会議
日本委員会専務理事兼事務局長
関西学院大学経営戦略研究科
准教授

石田　寛

外部評価
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野村ホールディングス アニュアルレポート2009

財務情報に関しては野村グループ「アニュアルレポート2009」をご覧ください。

CSRレポート2009発行にあたって

金融市場を通じて社会・経済に貢献すること、それが私た

ちの使命であり、存在意義であると考えています。

金融、投資を通じて健全な市場の育成に寄与することは基

より、普段はなかなか見えにくい、金融・経済教育を通じて

あらゆる世代に正しい金融知識を伝えること、野村グルー

プの各拠点から地域・社会との信頼を築いていくこと、そう

いった活動にも本レポートでは光をあててみました。

本業にも目立たない活動にも、そこには私たちの会社全体

としてのコミットメントがあります。登場する人物には、その

思うところを語ってもらいましたが、いかがでしょうか。

野村グループCSR委員会委員長
野村ホールディングス株式会社
執行役副社長兼COO

柴田 拓美

www.nomuraholdings.com/jp/investor/
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「創業の精神」ならびに「倫理規程」は、野村グループが拠って立つ「基本原則」です。さらに、実践に
向けた「行動の規範」として、「ミッション・ステートメント」ならびに「行動指針」を2007年3月に制定
し、野村グループとしての使命を明確にしました。

創業の精神

野村グループの「基本原則」と「行動の規範」

一.  野村グループの存在意義  
「証券報国こそは野村證券の職域奉公の実

体にして、あくまでもこれを貫徹すべく」

二.   顧客第一の精神  

「自己の利益よりも顧客の利益を先にす」

三.   海外への雄飛  

「君たちの将来には、世界の飛躍が待って

いる」

四.   調査・分析の重視  

「凡ての證券に就いて、その本質に就いての

研究を科学的になすべき責任がある」

五.  先取りの精神  

「常に一歩前進することを心がけよ。停止は

退歩を意味する」

六.  企業家精神  

「企業家は、七割方の科学的確実性を握っ

たならば、それでもって、あとの三割の不確

実を、突飛し飛躍するだけの勇気がなけれ

ばならぬ」

七.  人材の登用  
「人材を養ふこと、有為の人物を蓄へ、適

材を適所に配することは、寧ろ資本力以上

の大なる財産であることを強調してまいりま

した」

八.  チームワークの重視  
「各部各係は各々責任を以て事に當り、幹部

は身を以て之を率い、店主の統制下に協力

一致打って一団と成り」

九.   業務推進の心構え  
「敢然として我等は我等の信ずる道に向かっ

て鋭意驀進すべきである」

十.   サービスの心構え  
「単に取引を行へば任務終れりとする如き器

械的労務を為すのみならば、必ずしも各位

の力を待たずして可なり」

倫理規程
野村ホールディングス株式会社（以下、「当社」

という。）の取締役会は、野村グループのすべて

の取締役、執行役、執行役員、監査役及び野村

グループ各社において雇用されている者（以下、

「野村グループの役員及び社員等」という。）が

遵守すべき倫理規程（以下、「本規程」という。）

を制定する。

1.   社会的使命  

野村グループは、金融資本市場において適

切な資金循環を促すという証券業の本質に

立脚することにより、真に豊かな社会の創造

に貢献する。

2.   顧客の利益の重視  

野村グループの役員及び社員等は、顧客の

最善の利益を考慮して行動するものとする。

3.   法令遵守  

野村グループの役員及び社員等は、その不

正行為により、野村グループに対する信頼が

著しく損なわれる虞があり、そして、それを回

復するのがどれほど困難か認識する必要が

ある。したがって、野村グループの役員及び

社員等は、インサイダー取引、マネーロンダリ

ング、贈賄に関する法令を含む、すべての適

用ある法令諸規則及びその趣旨を正しく理解

し、これを遵守しなければならない。

4.   私利追求の禁止  

野村グループの役員及び社員等は、機会あ

るときは常に、野村グループの利益のために

行動する必要がある。そして、野村グループ

の役員及び社員等は、会社の施設、情報又

は会社における地位を自己のために利用し

てはならない。

5.   利益相反の防止  

野村グループの役員及び社員等は、野村グ

ループとの利益相反を生じさせ、あるいはそ

う見られるような行動をしてはならない。野村

グループの役員及び社員等並びにその親族

は、その野村グループにおける地位を利用し

て、融資や債務の保証等、野村グループから

不正な個人的な利益を得てはならない。

6.   守秘義務  

野村グループの役員及び社員等は、開示が

認められる又は法的に義務付けられる場合

を除き、顧客情報を含む職務上知り得た情報

その他野村グループに関する情報を機密とし

て保護しなければならない。

7.   公正取引  

野村グループの役員及び社員等は、その事

業を行う法域における公正な取引慣行を尊

重し、野村グループの顧客、取引業者、競争

相手、役員及び社員等のすべてに対し公正

に接することを心がけなければならない。そし

て、野村グループの役員及び社員等は、情報

の捏造、隠匿、機密情報の濫用、重要事実

の不実表示その他の不公正な行為によって、

他者に不利益を与えてはならない。

野村グループは、反社会的勢力又は団体と

の一切の取引を行わないものとする。

野村グループの役員及び社員等は、民間団

体の役員及び社員等との間における贈答又

は接待については、野村グループ各社のガイ

ドラインに従ってこれを行うものとする。また、

野村グループの役員及び社員等は、野村グ

ループ各社において所定の承認を受けた場

合等を除き、公務員に対し、贈答又は接待を

行ってはならない。

8.   会社資産の保護と適切な利用  

野村グループの資産は適法な目的にのみ利

用されなければならない。そして、野村グルー

プの役員及び社員等は、野村グループの資

産を保護し、これを有効に利用しなければな

らない。

9.   記録保存  

野村グループの役員及び社員等は、適用あ

る法令及び当社又は野村グループ各社の社

内規則に基づき、野村グループの業務及び

財務に関する書類を正しく作成し、所定の期

間保存しなければならない。また、訴訟や当

局の検査に関連して、虚偽の書類作成や意

図的な関係書類の隠匿又は破棄は厳に行っ

てはならない。

10.   環境問題への取組み  

野村グループは、環境保護に対する責任を

常に意識し、環境問題に積極的に取り組む

ものとする。

a.  

b.

c.
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11.   社会貢献活動  

野村グループは、企業市民の一員として、

社会の様々な活動に積極的かつ持続的に

参加し、貢献していくものとする。

12.  人権の尊重  

差別の禁止  

野村グループは、人権を尊重し、国籍、人種、

民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、

障害の有無等を理由とする差別やハラスメ

ント（いやがらせ）を一切行わないものとする。 

平等な雇用機会と働きやすい職場環境  

野村グループは、平等な雇用機会を確保し、

野村グループの役員及び社員等に対して健

全で働きやすい職場環境を維持するものと

する。

13.   国際社会との調和  

野村グループの役員及び社員等は、事業を

行うすべての国における文化と慣習を尊重

するとともに、各国の社会及び経済との調

和・融和に配慮して行動しなければならない。

14.   対外発表  

野村グループの役員及び社員等は、野村グ

ループのビジネスに関連して出版、講演及

び取材対応等により、対外発表を行う場合

には、野村グループ各社が定めるガイドライ

ンに従うものとする。

15.   個人投資  

野村グループの役員及び社員等が、個人で

証券取引を行う場合（当社株式を含む）は、

当社又は野村グループ各社が定めるガイド

ライン及び適用ある証券取引法令に基づく

手続きをとらなければならない。

16.   違法又は反倫理的な行為の報告  

野村グループの役員及び社員等は、会計及

び会計監査に関する事項を含む違法又は

反倫理的と思われる行為を発見したときは、

野村グループ各社が定めるガイドラインで明

示された適切な者に迅速に報告しなければ

ならない。

野村グループの役員及び社員等のうち、上記

の報告窓口となっている者は、そうした行為の

有無及びその内容を調査し、必要な場合は、

その是正及び再発を防止するための適切な

措置をとらなければならない。

17.   不利益取扱いの禁止  

野村グループの役員及び社員等は、違法又

は反倫理的な行為を不正な目的なく報告し

た個人に対し、そのことを理由としていかな

る不利益となる取扱いをしてはならない。

18.  財務関係役員及び社員等の倫理規程  
上記に加え、すべての財務関係役員及び社

員等は以下を遵守しなければならない。

個人と専門的職業の関係における実際の

又は明らかな利益相反に対する倫理的な

対処を含む、誠実で倫理的な行為を促進す

ること。

当社及び野村グループ各社が規制当局に

届出又は提出する報告書及び書類、そして

その他の公的な発表において、完全、公正、

正確、適時そしてわかりやすい開示を行う

こと。

適用されるすべての会計原則、法律及び規

則を遵守すること。

本条違反を発見した場合、当社又は野村グ

ループ各社で定めるガイドラインで明示され

た適切な者に迅速に報告すること。

本条の遵守を確保すること。

財務関係役員及び社員等は、野村グルー

プ各社の財務諸表の監査に従事する監査

法人に対し、直接又は間接に、当該財務

諸表を重要な点で誤解を生じさせる目的で、

欺罔、脅迫、操作又は誤導する行為を行っ

てはならない。

「財務関係役員及び社員等」とは、当社の

最高経営責任者（CEO）、財務統括責任者

（CFO）及び情報開示委員会の委員長並

びに野村グループの各部門CEO、各ビジネ

ス・ライン・ヘッド及び地域マネジメント、並

びに野村グループ各社の財務、主計、税務、

資金、リスクマネジメント及びIR業務に従事

するすべての社員をいう。

19.   本規程の改廃  

当社は、適用ある法令に従い、本規程の改

廃について開示を行うものとする。したがっ

て、野村グループの役員及び社員等は、本

規程の改廃が必要とされる事態を認識した

場合は、当社が適時に対応できるよう、各

社の担当役員に速やかに連絡しなければな

らない。
制定：2004年3月5日

改正：2008年10月1日

ミッション・ステートメント
①  「投資」を軸に豊かな社会の創造に貢献する

②  変化を尊重し、常識を打破して、成長への挑

戦を続ける

③  「顧客ありき」を貫き、常に顧客の揺るぎない

信頼を獲得し続ける

④  「野村は一つ」の意識を持って連携し、野村

グループの総合力を発揮する

⑤  多様性とお互いを認め合う精神を尊重する
 2007年3月29日制定

役員の行動指針
当社のミッションを実現するために必要不可欠な

「スピードと活力」を、常に意識し、組織全体に

浸透させるべく、野村グループの役員は、以下の

ような行動を旨とします

①  挑戦者としてイノベーション（変革）を引き起

こす

②  自らの責任のもと、決めて、表明して、実行する

③  グループ全体の運営に、自らの業務を通して

責任を持つ

④  リスクに立ち向かい、リスクをコントロールする

⑤  組織・国境を越えて、仲間を鼓舞・激励する
 2007年3月29日制定

社員の行動指針
当社のミッションを実現するために必要不可欠な

「スピードと活力」を、常に意識し、組織全体に

浸透させるべく、野村グループの社員は、以下の

ような行動を旨とします

①  挑戦する  

決してあきらめずに挑戦を続けているか

②  感謝する  

お客様に信頼されるように努め、お客様に感

謝しているか

③  変化する  

変わること・変えることに躊躇していないか

④  協力する  

部門や立場を超えて協力しているか

⑤  提案する  

新たな価値を生み出す提案をしているか
 2007年9月28日制定

a.  

b.

野村グループの「基本原則」と「行動の規範」

a.  

b.

a.  

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

b.

c.



野村ホールディングス「CSRレポート2009」アンケート
ご意見・ご感想をお寄せください。

Q1 本報告書をどのような立場でお読みになりましたか？
□お客さま（個人）　□お客さま（法人）　□株主・投資家　□企業・団体のCSR担当者 
□ NGO・NPO　□研究・教育関係者　□政府・行政関係者　□報道関係者　□学生　□社員　
□その他（　　　　　　　）

Q2 本報告書全体の印象をお聞かせください。
□とても読みやすい　□読みやすい　□どちらとも言えない　□読みにくい　□とても読みにくい

Q3 本報告書を通じて、野村グループのCSRへの取り組みについて理解できましたか？

□よく理解できた　□理解できた　□普通　□理解しにくい　□まったく理解できない

Q4 本報告書の中で、関心があった項目はどれですか？（複数回答可）

□ CEOメッセージ　□野村グループとステークホルダー　
□野村グループのCSR　□コーポレート・ガバナンスとマネジメント・システム　
□お客さまとのかかわり　□社会とのかかわり　□社員とのかかわり　□環境とのかかわり
□第三者意見

Q5 次回発行の際、改善・追加したほうが良い点があればお聞かせください。（自由記述）

Q6 野村グループのCSRへの取り組みについての評価をお聞かせください。
□非常に評価できる　□評価できる　□普通　□評価できない　□まったく評価できない
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Q7 野村グループに期待すること、またはご意見、ご感想などがありましたら
お聞かせください。（自由記述）

ご協力ありがとうございました。差し支えの無い範囲でご記入ください。
性別： □男性　□女性　　年齢： □ 10代以下　□ 20代　□ 30代　□ 40代　□ 50代　□ 60代以上

ご回答いただいた内容は、本報告書改善のための情報として利用し、目的以外の用途には使用いたしません。
また、本調査で知り得たご回答内容を含む情報は当社内で厳重に管理いたします。
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